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はじめに

デ ロイトは、グローバル金融サービス業界におけるリスクマネジメントの現状について継続的に評価しており、こ
こにメンバーファームを代表して、その最新レポート「グローバルリスクマネジメントサーベイ第11版」を謹んで
お届け致します。このサーベイは、世界の金融業界各セクターにおける企業94社から回答を得て結果を導き出

しており、調査対象企業の総資産は合計29兆1,000億米ドルに達します。サーベイにご回答下さった皆様には、貴重なお時
間と知見をご提供いただいたことに感謝申し上げます。

今回のサーベイで明らかになったのは、調査を実施してきた間もリスクマネジメント業務の強化が幅広く続けられていると
いう実態です。多くの金融機関で取締役会がリスクマネジメントの監督を積極的に行っています。対象企業はほぼ例外なく
最高リスク責任者（CRO）の職位を設けており、取締役会がCROと経営幹部会議を開いているとの回答が増えています。ま
た、全社的なリスクの特定・管理を目的とするエンタープライズリスクマネジメント（ERM）プログラムは、対象企業の4分の3
以上で実施されるようになりました。

金融機関は財務リスク管理において幅広く経験を積んでおり、手法の開発が進み、必要なデータへのアクセスも整備され
ています。回答者の約9割からは、自社は市場リスク、信用リスク、流動性リスクに対して「極めて有効に対処している」また
は「非常に有効に対処している」との回答が得られました。

リスクマネジメントは確実に前進していますが、迫りつつある数々のリスクを前に、新しい一連の要求に直面しています。規
制改革のペースは鈍化していますが、保険監督者国際機構（IAIS）が策定中のグローバルな保険資本基準や、バーゼルIIIの
最終的な資本の枠組みの採用・実施など、規制上決着を見ていない大きな課題が残されています。一方で、各国の規制当
局はグローバル規制を各法域に合わせて修正適用することにますます積極的になっており、グローバル展開している金融
機関は規制基準の一層の多様化に対応しなければなりません。また、地政学リスクも高まっており、その背景には英国の欧
州連合（EU）離脱に向けた最終条件をめぐる不透明性、米国、中国、EUその他の法域間で続く貿易交渉、中国における景気
減速と債務水準の高まりに加え、周期的に発生し、世界の金融市場や経済に影響を及ぼしてきた金融危機が今一度発生
する条件が整っているのではないかとの懸念の高まりなどがあります。

金融機関の財務リスク管理能力が向上している一方で、サイバーセキュリティリスク、モデルリスク、第三者リスク、コンダク
トリスクなどのノン・ファイナンシャル・リスク（非財務リスク）についても、その発生可能性や結果がより明確になるにつれ、
注目が集まるようになっています。例えば、銀行やその他の金融サービス企業を狙った数々のサイバー攻撃をきっかけに、世
界の金融機関や規制当局はサイバーセキュリティリスクを一層注視するようになりました。また個人と法人の両顧客との間
でコンダクト上のインシデントが多数発生しており、その多くで多額の罰金が課せられる結果となったほか、関与した企業の
風評被害が長く続いています。

新しい環境に対応するには、従来のアプローチを見直す必要があるでしょう。多くの金融機関で、三つの防衛線によるリスク
ガバナンスモデルを再検討し、各防衛線の責任を明確化して重複やムダを排除する必要があり、また今後その必要が出てく
る可能性が高いと思われます。特に第一の防衛線であるビジネスユニットにおいて、必要なリスクマネジメント人材の雇用
や育成が一層重要になるでしょう。

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）、機械学習、コグニティブアナリティクス、自然言語処理など、先端技術の力
を活用すれば、リスクマネジメントの運用方法をさらに抜本的に変えられるかもしれません。これらのテクノロジーは、手作
業を自動化することによって運用コストを低減できるだけでなく、人によるサンプルテストに代えて一連のトランザクション
すべてを自動でテストすることにより、そして潜在するリスクイベントをリアルタイムで特定し、予防策を講じるとこを可能に
することによって、有効性を高められる可能性もあります。一方で、先端技術がリスクマネジメント部門とビジネスユニット
の両方でより広範に採用されるにつれ、管理を要するリスクが追加的に発生することにもなります。

ノン・ファイナンシャル・リスクの効果的な管理と最新テクノロジーの採用の両面から、統合データアーキテクチャを導入し、
質の高いデータに適時にアクセスすることの重要性が高まるでしょう。

以上が今日のより複雑かつ不透明なリスク環境が突きつける手ごわい課題です。金融機関がこれらと対峙するには、リスク
マネジメントに対する従来の想定を見直し、まったく新しいアプローチを採用することが求められるでしょう。

読者の皆様がリスクマネジメントプログラムをさらに向上させるにあたり、世界の金融機関のリスクマネジメントに関する
本レポートの見解が有益な知見をご提供できるよう願っております。

Edward T. Hida, CFA
Financial risk community of practice leader 
Financial services
Deloitte & Touche LLP
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局による導入はこれからであり、また修正適用の可能性も
あります。保険監督者国際機構（IAIS）はグローバルな保険
資本基準（ICS）の策定に取り組んでいますが、資本要件を
決定する際の評価基準の定義や内部モデルの役割の明確
化など、いまだ数多くの論点が未解決のままです。英国の

EU離脱に向けた最終離脱協定は今も
なお交渉段階にあり、英国・欧州を拠
点とする市場や金融機関の監督、さら
には投資銀行業務における取引計上
実務や契約モデルに重要な影響を及
ぼすでしょう。2018年5月に発効した
EU一般データ保護規則（GDPR）では、
数々の要件の中でもとりわけ、EU市民
のデータを保有するすべての金融機関
に対して、消費者からデータ利用の同
意を得ることが新たに義務付けられ
ます。データの機密性向上に向けた取
り組みは、インドや中国でも進められ
ています。コンダクトリスクは多くの法
域でますます重視されるようになって

おり、特に顕著なのがオーストラリアで設置された金融業界
の不正行為を調査する王立委員会（Royal Commission 
into Misconduct in the Banking, Superannuation, and 
Financial Services Industry）です。

エグゼクティブ・サマリー

世 界経済は比較的落ち着いていますが、今日のリ
スクマネジメントは、金融サービス企業に従来
のアプローチの見直しを余儀なくさせるような、

迫り来る重大なリスクの数々に直面しています。世界経済
はこれまでのところ堅調ですが、米国、中国、欧州連合

（EU）、その他の法域間の貿易摩擦に
よって世界の貿易量が減少する恐れも
あり、先行きは依然として不透明です。
欧州の成長の低迷や、債務水準の高ま
りが重荷となっている中国経済の減速
を受け、世界経済の成長は減速してい
ます。EUと英国はEU離脱の最終条件で
合意に至っておらず、多くの企業に対す
る影響は依然として著しく不透明です。

金融危機を契機とする規制改革の大
波はピークを越えたようですが、金融
サービス企業はこれから最終決定を迎
える数々の規制要件への備えを固め、
また最近決定された規制要件の実施
が与える影響の全体像を評価しているところです。一方で、
グローバルな金融機関は、法域ごとに内容の多様化が進む
規制環境に直面しています。バーゼル銀行監督委員会

（バーゼル委員会）によるバーゼルIIIの自己資本規制および
その他の要件の改定は最終決着したものの、各国の規制当

世界経済は
これまでのところ
堅調ですが、

雲行きは依然として
あやしいままです。

また、リスクマネジメントの効率性や有効性を高めるには、
ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）、機械学習、
コグニティブアナリティクス、クラウドコンピューティング、自
然言語処理など、デジタルテクノロジーの力を活用すること
も検討するべきです。これらのツールを使えば、リスク報告

の作成やトランザクションのレビューなどの
手作業が自動化され、コストを削減できま
す。加えて、内外にある多種多様なデータを
自動スキャンすることにより、新たなリスク、
出現しつつある脅威、そして攻撃者を特定し
対応することもできます。

最後に、金融機関はリスクマネジメントを戦
略に織り込むことにより、戦略的計画や戦略
目標の策定プロセスにおいてリスクアペタ
イトとリスクテイクを主要な検討事項にしな
ければなりません。

継続的に実施しているサーベイシリーズの
最新版であるデロイトの「グローバルリスク
マネジメントサーベイ第11版」では、金融業
界におけるリスクマネジメント実務や業界が

直面している課題を検討します。本サーベイは2018年3月か
ら7月にかけて実施され、世界各国の幅広い金融業界で事
業を展開する金融サービス企業94社が参加しており、参加
企業の総資産は合計29兆1,000億米ドルに上ります。

金融機関は近年、市場リスク、信用リスク、流動性リスクな
どの従来型のリスクを管理するため、リスクマネジメントプ
ログラムの対応力を高めてきました。現在は、規制当局と金
融機関双方にとってノン・ファイナンシャル・リスクの管理が
より重要になりつつあります。数多くのノン・ファイナンシャ

ル・リスクの中でも、個人や国家によるサイバー攻撃の高度
化を受け、サイバーセキュリティリスクが最大の懸念事項と
なっています。大手金融機関による不適切な行動が広く報
道され、コンダクトリスク管理の重要性も浮き彫りになりま
した。金融機関の業務委託先で生じたリスクイベントが、多
額の金銭的損失や風評被害につながる可能性もあります。

金融機関は、リスクマネジメントプログラムを再構築し、こ
れらの課題への対応力を高めることを検討する必要があり
ます。一部の金融機関はすでにこれらのプログラム強化に
取り組んでいます。三つの防衛線によるリスクガバナンスモ
デルについてはこれを再検討することにより、各防衛線、特
に第一の防衛線を構成するビジネスユニットや事業部門の
責務を明確化すべきです。多くの金融機関では、リスクデー
タガバナンスを強化することにより、ストレステスト、オペ
レーショナルリスク管理、その他のアプリケーションで必要
とされるアクセス可能で高品質のデータを適時に得られる
ようにする必要があるでしょう。

金融機関はリスクマネジメントを
戦略に織り込むことにより、戦略的計画
や戦略目標の策定プロセスにおいて
リスクアペタイトとリスクテイクを
主要な検討事項にしなければ
なりません。

4



グローバルリスクマネジメントサーベイ第 11版
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ます。データの機密性向上に向けた取
り組みは、インドや中国でも進められ
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出現しつつある脅威、そして攻撃者を特定し
対応することもできます。

最後に、金融機関はリスクマネジメントを戦
略に織り込むことにより、戦略的計画や戦略
目標の策定プロセスにおいてリスクアペタ
イトとリスクテイクを主要な検討事項にしな
ければなりません。

継続的に実施しているサーベイシリーズの
最新版であるデロイトの「グローバルリスク
マネジメントサーベイ第11版」では、金融業
界におけるリスクマネジメント実務や業界が

直面している課題を検討します。本サーベイは2018年3月か
ら7月にかけて実施され、世界各国の幅広い金融業界で事
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融機関双方にとってノン・ファイナンシャル・リスクの管理が
より重要になりつつあります。数多くのノン・ファイナンシャ

ル・リスクの中でも、個人や国家によるサイバー攻撃の高度
化を受け、サイバーセキュリティリスクが最大の懸念事項と
なっています。大手金融機関による不適切な行動が広く報
道され、コンダクトリスク管理の重要性も浮き彫りになりま
した。金融機関の業務委託先で生じたリスクイベントが、多
額の金銭的損失や風評被害につながる可能性もあります。

金融機関は、リスクマネジメントプログラムを再構築し、こ
れらの課題への対応力を高めることを検討する必要があり
ます。一部の金融機関はすでにこれらのプログラム強化に
取り組んでいます。三つの防衛線によるリスクガバナンスモ
デルについてはこれを再検討することにより、各防衛線、特
に第一の防衛線を構成するビジネスユニットや事業部門の
責務を明確化すべきです。多くの金融機関では、リスクデー
タガバナンスを強化することにより、ストレステスト、オペ
レーショナルリスク管理、その他のアプリケーションで必要
とされるアクセス可能で高品質のデータを適時に得られる
ようにする必要があるでしょう。

金融機関はリスクマネジメントを
戦略に織り込むことにより、戦略的計画
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ノン・ファイナンシャル・リスクへの
注目度の高まり
従来の財務リスクの管理については、ほぼすべての回答者
が自社の管理は「極めて効果的」または「非常に効果的」と
評価しており、例としては市場リスク（92％）、信用リスク

（89％）、ALMリスク（87％）、流動性リスク（87％）が挙げら
れます。これに対し、ノン・ファイナンシャル・リスクの管理に
おいて、「極めて効果的」または「非常に効果的」との回答は
半数程度に留まり、風評リスク（57％）、オペレーショナルリ
スク（56％）、ビジネスレジリエンスリスク（54％）、モデルリ
スク（51％）、コンダクト・企業文化リスク（50％）、戦略リス
ク（46％）、第三者リスク（40％）、地政学リスク（35％）、デー
タの完全性リスク（34％）となりました。金融機関はノン・
ファイナンシャル・リスクの管理について包括的なアプロー
チの採用を検討する必要があります。

リスクデータやITシステムへの
対応は最優先課題
リスクデータやITシステムを強化することの重要性が、調査
結果全体に共通するテーマとなっています。これは金融機
関や金融サービス業界にとってかねてからの継続的な課題
であり、数多くのシステムやプロセスを経由したソースから
質の高いデータを最終ユーザーに提供することには根深い
困難さがあることが示唆されています。自社における今後2
年間のリスクマネジメント上の優先順位を尋ねたところ、

「優先順位が極めて高い」または「非常に高い」との回答が
多かったのは、リスクデータの品質、可用性、迅速性の向上

（79％）と、リスク情報システムと技術インフラの強化（68％）
でした。この結果は、データガバナンス（34％）とデータの統
制／検証（33％）において自社は「極めて効果的」または

「非常に効果的」との回答が約3分の1に留まったことと一致
しています。自社のオペレーショナルリスクデータの様々な
側面が「極めて発達している」または「非常に発達している」
との回答はやや少数に留まり、内部損失データの十分な期
間の蓄積（39％）、損失データ事象の完全性（37％）、様々な
組織単位にわたる損失事象捕捉の一貫性（36％）、法的な
損失データ情報の十分性と精度（34％）、損失データ情報の
品質（34％）となりました。ストレステスト上の課題について
尋ねると、資本ストレステスト（42％）と流動性ストレステス
ト（30％）の両方で、データ品質とストレステストの算定管理
が「極めて難しい」または「非常に難しい」とする回答が最も
多くなりました。

主な調査結果

高まり続けるサイバーセキュリティ
リスクの重要性
リスクタイプの中ではサイバーセキュリティの重要性が最も
高まっているという点で、幅広い回答が一致しました。今後2
年間で自社にとって最も重要性が高まるリスクを三つ挙げ
てもらったところ、67％がサイバーセキュリティを挙げ、他の
リスクを大きく引き離しました。しかし、サイバーセキュリ
ティリスクの管理において自社が「極めて効果的」または

「非常に効果的」との回答はわずか半数に留まりました。特
定の種類のサイバーセキュリティリスクのうち、自社の管理
が「極めて効果的」または「非常に効果的」との回答が多
かったのは、妨害型（disruptive）攻撃（58％）、金銭的損失
または不正行為リスク（57％）、顧客に起因するサイバーセ
キュリティリスク（54％）、機密性の高いデータの損失

（54％）、破壊型（destructive）攻撃（53％）でした。国家（政
府）の関与する脅威（37％）や外部提携企業に起因するサイ
バーセキュリティリスク（31％）に対して「極めて効果的」ま
たは「非常に効果的」との回答は少なくなりました。サイ
バーセキュリティリスクの管理について「極めて難しい」また
は「非常に難しい」課題として多く挙げられたのは、変化す
るビジネスニーズの一歩先を行くこと（社会的、モバイル、ア
ナリティクス、クラウドなど）（58％）、高度の技術を有する攻
撃者の脅威への対応（国家や熟練のハクティビストなど）

（58％）でした。サイバーセキュリティリスクへの認識の高ま
りを受け、これに関連するガバナンス上の複数の課題で「極
めて難しい」または「非常に難しい」とする回答が前回の調
査よりも減少しました。サイバーセキュリティリスクにおける
役割を各ビジネスに理解してもらうこと（47％から31％に
低下）、複数年にわたる効果的なサイバーセキュリティリス
ク戦略の策定と取締役会からの承認取得（53％から31％に
低下）、継続的な資金／投資の確保（38％から18％に低下）
となっています。

「サイバーリスクにおける最大の課題の一つは、人
材獲得競争、および優れた人材の継続的な採用と
離職防止です。サイバーリスク担当人材の給与は
高騰しています」

― 大規模金融サービス会社の
最高リスク責任者

今のところ採用率はかなり低いものの、回答者は最新テク
ノロジーが多くの分野で「非常に大きなメリット」または「大
きなメリット」をもたらすと考えており、例を挙げると、業務
効率の向上／エラー率の低減（68％）、リスクの分析や発見
の強化（67％）、適時の報告の向上（60％）となりました。ま
た、ほぼ半数の回答者から挙げられたのは、サンプルテスト
と異なり、例外処理を通してリスクマネジメント範囲と対象
を拡大できること（54％）、コスト削減（45％）でした。

三つの防衛線によるリスクガバナンスモデル上
の課題への取り組み
ほぼ全企業（97％）が三つの防衛線によるリスクガバナンス
モデルを適用していましたが、重大な課題に直面していると
の回答が得られました。最も多く挙げられたのは第一の防
衛線（ビジネスユニット）の役割に関するもので、第一の防
衛線（ビジネスユニット）と第二の防衛線（リスクマネジメン
ト担当部署）の役割と責任の明確化（50％）、第一の防衛線
（ビジネスユニット）の賛同確保（44％）、三つの防衛線の役
割における重複の排除（38％）、第一の防衛線における熟
練した人材の十分な確保（33％）、第一の防衛線の責務の
遂行（33％）となりました。多くの金融機関は、第一および第
二の防衛線の役割の明確化や、三つの防衛線モデルの効率
性および有効性の向上に向けて継続的に取り組んできたか、
またはそのプロセスの最中にあり、これらの課題はデロイト
が金融機関と接して経験してきたことと一致しています。

デジタルリスクマネジメントが持つ潜在力
様々な新テクノロジーの高度化が続いており、リスクマネジ
メントの効率性や有効性を劇的に変える大きな機会が生ま
れています。これらの機会の多くはまだ実現には至っておら
ず、こういった最新テクノロジーをリスクマネジメントに適用
していると答えた金融機関は比較的少数に留まりました。

自社で活用しているとの回答が最も多かったのは、クラウド
コンピューティング（48％）、ビッグデータとアナリティクス
（40％）、ビジネスプロセスモデリング（BPM）ツール（38％）
でした。反復性のある手作業を人が関与することなく自動
化することによってコストを削減し正確性を向上させるとい
う点でRPAに多くの注目が集まっていますが、現在これを活
用しているとの回答はわずか29％でした。RPAが最もよく活
用されている分野としては、リスクデータ（25％）、リスク報
告（21％）、規制当局への報告（20％）が挙げられました。こ
れ以外のツールを活用しているとの回答はさらに少数に留
まり、機械学習（25％）、ビジネス上の意思決定モデリング

（BDM）ツール（24％）、コグニティブアナリティクス（自然言
語処理／自然言語生成を含む）（19％）となりました。

「当社では、AIや機械学習などのテクノロジーツー
ルを活用して第二の防衛線を強化し、その効率性
や有効性を高めています。
今後もリスクマネジメントを適切に機能させるに
はこうした対応が不可欠です」

― 大手資産運用会社の
最高リスク責任者
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ノン・ファイナンシャル・リスクへの
注目度の高まり
従来の財務リスクの管理については、ほぼすべての回答者
が自社の管理は「極めて効果的」または「非常に効果的」と
評価しており、例としては市場リスク（92％）、信用リスク

（89％）、ALMリスク（87％）、流動性リスク（87％）が挙げら
れます。これに対し、ノン・ファイナンシャル・リスクの管理に
おいて、「極めて効果的」または「非常に効果的」との回答は
半数程度に留まり、風評リスク（57％）、オペレーショナルリ
スク（56％）、ビジネスレジリエンスリスク（54％）、モデルリ
スク（51％）、コンダクト・企業文化リスク（50％）、戦略リス
ク（46％）、第三者リスク（40％）、地政学リスク（35％）、デー
タの完全性リスク（34％）となりました。金融機関はノン・
ファイナンシャル・リスクの管理について包括的なアプロー
チの採用を検討する必要があります。

リスクデータやITシステムへの
対応は最優先課題
リスクデータやITシステムを強化することの重要性が、調査
結果全体に共通するテーマとなっています。これは金融機
関や金融サービス業界にとってかねてからの継続的な課題
であり、数多くのシステムやプロセスを経由したソースから
質の高いデータを最終ユーザーに提供することには根深い
困難さがあることが示唆されています。自社における今後2
年間のリスクマネジメント上の優先順位を尋ねたところ、

「優先順位が極めて高い」または「非常に高い」との回答が
多かったのは、リスクデータの品質、可用性、迅速性の向上

（79％）と、リスク情報システムと技術インフラの強化（68％）
でした。この結果は、データガバナンス（34％）とデータの統
制／検証（33％）において自社は「極めて効果的」または

「非常に効果的」との回答が約3分の1に留まったことと一致
しています。自社のオペレーショナルリスクデータの様々な
側面が「極めて発達している」または「非常に発達している」
との回答はやや少数に留まり、内部損失データの十分な期
間の蓄積（39％）、損失データ事象の完全性（37％）、様々な
組織単位にわたる損失事象捕捉の一貫性（36％）、法的な
損失データ情報の十分性と精度（34％）、損失データ情報の
品質（34％）となりました。ストレステスト上の課題について
尋ねると、資本ストレステスト（42％）と流動性ストレステス
ト（30％）の両方で、データ品質とストレステストの算定管理
が「極めて難しい」または「非常に難しい」とする回答が最も
多くなりました。

主な調査結果

高まり続けるサイバーセキュリティ
リスクの重要性
リスクタイプの中ではサイバーセキュリティの重要性が最も
高まっているという点で、幅広い回答が一致しました。今後2
年間で自社にとって最も重要性が高まるリスクを三つ挙げ
てもらったところ、67％がサイバーセキュリティを挙げ、他の
リスクを大きく引き離しました。しかし、サイバーセキュリ
ティリスクの管理において自社が「極めて効果的」または

「非常に効果的」との回答はわずか半数に留まりました。特
定の種類のサイバーセキュリティリスクのうち、自社の管理
が「極めて効果的」または「非常に効果的」との回答が多
かったのは、妨害型（disruptive）攻撃（58％）、金銭的損失
または不正行為リスク（57％）、顧客に起因するサイバーセ
キュリティリスク（54％）、機密性の高いデータの損失

（54％）、破壊型（destructive）攻撃（53％）でした。国家（政
府）の関与する脅威（37％）や外部提携企業に起因するサイ
バーセキュリティリスク（31％）に対して「極めて効果的」ま
たは「非常に効果的」との回答は少なくなりました。サイ
バーセキュリティリスクの管理について「極めて難しい」また
は「非常に難しい」課題として多く挙げられたのは、変化す
るビジネスニーズの一歩先を行くこと（社会的、モバイル、ア
ナリティクス、クラウドなど）（58％）、高度の技術を有する攻
撃者の脅威への対応（国家や熟練のハクティビストなど）

（58％）でした。サイバーセキュリティリスクへの認識の高ま
りを受け、これに関連するガバナンス上の複数の課題で「極
めて難しい」または「非常に難しい」とする回答が前回の調
査よりも減少しました。サイバーセキュリティリスクにおける
役割を各ビジネスに理解してもらうこと（47％から31％に
低下）、複数年にわたる効果的なサイバーセキュリティリス
ク戦略の策定と取締役会からの承認取得（53％から31％に
低下）、継続的な資金／投資の確保（38％から18％に低下）
となっています。

「サイバーリスクにおける最大の課題の一つは、人
材獲得競争、および優れた人材の継続的な採用と
離職防止です。サイバーリスク担当人材の給与は
高騰しています」

― 大規模金融サービス会社の
最高リスク責任者

今のところ採用率はかなり低いものの、回答者は最新テク
ノロジーが多くの分野で「非常に大きなメリット」または「大
きなメリット」をもたらすと考えており、例を挙げると、業務
効率の向上／エラー率の低減（68％）、リスクの分析や発見
の強化（67％）、適時の報告の向上（60％）となりました。ま
た、ほぼ半数の回答者から挙げられたのは、サンプルテスト
と異なり、例外処理を通してリスクマネジメント範囲と対象
を拡大できること（54％）、コスト削減（45％）でした。

三つの防衛線によるリスクガバナンスモデル上
の課題への取り組み
ほぼ全企業（97％）が三つの防衛線によるリスクガバナンス
モデルを適用していましたが、重大な課題に直面していると
の回答が得られました。最も多く挙げられたのは第一の防
衛線（ビジネスユニット）の役割に関するもので、第一の防
衛線（ビジネスユニット）と第二の防衛線（リスクマネジメン
ト担当部署）の役割と責任の明確化（50％）、第一の防衛線
（ビジネスユニット）の賛同確保（44％）、三つの防衛線の役
割における重複の排除（38％）、第一の防衛線における熟
練した人材の十分な確保（33％）、第一の防衛線の責務の
遂行（33％）となりました。多くの金融機関は、第一および第
二の防衛線の役割の明確化や、三つの防衛線モデルの効率
性および有効性の向上に向けて継続的に取り組んできたか、
またはそのプロセスの最中にあり、これらの課題はデロイト
が金融機関と接して経験してきたことと一致しています。

デジタルリスクマネジメントが持つ潜在力
様々な新テクノロジーの高度化が続いており、リスクマネジ
メントの効率性や有効性を劇的に変える大きな機会が生ま
れています。これらの機会の多くはまだ実現には至っておら
ず、こういった最新テクノロジーをリスクマネジメントに適用
していると答えた金融機関は比較的少数に留まりました。

自社で活用しているとの回答が最も多かったのは、クラウド
コンピューティング（48％）、ビッグデータとアナリティクス
（40％）、ビジネスプロセスモデリング（BPM）ツール（38％）
でした。反復性のある手作業を人が関与することなく自動
化することによってコストを削減し正確性を向上させるとい
う点でRPAに多くの注目が集まっていますが、現在これを活
用しているとの回答はわずか29％でした。RPAが最もよく活
用されている分野としては、リスクデータ（25％）、リスク報
告（21％）、規制当局への報告（20％）が挙げられました。こ
れ以外のツールを活用しているとの回答はさらに少数に留
まり、機械学習（25％）、ビジネス上の意思決定モデリング

（BDM）ツール（24％）、コグニティブアナリティクス（自然言
語処理／自然言語生成を含む）（19％）となりました。

「当社では、AIや機械学習などのテクノロジーツー
ルを活用して第二の防衛線を強化し、その効率性
や有効性を高めています。
今後もリスクマネジメントを適切に機能させるに
はこうした対応が不可欠です」

― 大手資産運用会社の
最高リスク責任者
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取締役会による監督の強化
規制改革のペースが緩やかになっていることを受け、取締
役会がリスクマネジメントに費やす時間が2年前より大幅に
増えたとの回答は28％に留まり、前回の44％から低下しま
した。多くの金融機関は取締役会による監視においてリー
ディングプラクティス1を採用しており、リスク監督の主たる
責任は取締役会内のリスク委員会が担っているとの回答は
61％に上りました。また、リスク委員会の全員または過半数
が社外取締役との回答は70％（全員が35％、過半数が
35％）、社外取締役が取締役会内のリスク委員会の委員長
を務めているとの回答は84％に達しました。

CRO職位の設置が拡大
調査を実施してきた中で最高リスク責任者（CRO）の職位は
広く浸透し続けており、今では95％の金融機関がCRO職を
設置しています。しかし、CROの指揮系統については、CRO
が最高経営責任者（CEO）と取締役会の両方に報告するよ
うになっていないなど改善の余地が残されています。CROが
CEOに報告していないとの回答は4分の1、取締役会または
取締役会内の委員会に報告していないとの回答は約半数
に上りました。

ERM導入の継続的な拡大
エンタープライズリスクマネジメント（ERM）プログラムを導
入しているとの回答は83％に上り、前回の73％から上昇し
ました。現在導入を進めているとの回答も9％となりまし
た。ERMプログラムにおいて「優先順位が極めて高い」また
は「非常に高い」課題であるとの回答が最も多かったのは、
前述のデータやITシステムへの対応に加え、ビジネスユニッ
トとリスクマネジメント担当部署間の連携（66％）、規制要
件と期待事項の増加への対応（61％）、全社的にリスクカル
チャーを確立し定着させること（55％）でした。

ストレステストへの高まる依存
資本ストレステストを活用している金融機関は90％、流動
性ストレステストは87％とほぼすべての金融機関に及んで
おり、ストレステストへの依存度が高まっています。ストレス
テストの活用方法で最も一般的だったのは、自社のリスク
プロファイルの把握（資本ストレステストで99％、流動性スト
レステストで100％）、取締役会への報告（資本ストレステス
トで97％、流動性ストレステストで95％）、上級幹部への報
告（資本ストレステストで97％、流動性ストレステストで
100％）でした。規制要件への対応がストレステストの活用
を主に促進しており、ストレステストの使用目的としてほぼ
すべての回答者から挙げられたのは、規制要件および期待
事項の充足（資本ストレステストと流動性ストレステストの
両方で95％）、自己資本比率の十分性の評価（95％）、規制
で求められている流動性比率および流動性バッファーの適
切性の評価（96％）でした。

資本ストレステストは取締役会や経営幹部向けの主要ツー
ルとして使われることが多くなっており、様々な領域で「広範
に活用している」との回答が前回の調査よりも多くなりまし
た。その用途としては、取締役会への報告（46％から64％に
上昇）、上級幹部への報告（49％から61％に上昇）、リスクに
係る資本キャパシティ要件の定義／更新（24％から47％に
上昇）、戦略および事業計画の策定（26％から38％に上昇）
などがあります。

流動性ストレステストも複数の領域でより広範に活用され
るようになっており、その用途は余剰流動性の適切性の評
価（39％から57％に上昇）、規制要件および期待事項の充
足（52％から65％に上昇）、流動性のリミットの設定（44％
から56％に上昇）となりました。

通商政策をめぐっては緊張感が高まっており、世界の経済見
通しを不透明にしています。2018年半ばに米国が中国のテ
クノロジー製品に対して340億米ドル、中国の鉄鋼・アルミ
ニウムに対して30億米ドルの関税を課すと、中国は米国製
品に対して160億米ドルの報復関税を発表しました5。一方
で2018年9月には北米自由貿易協定（NAFTA）に代わり、米
国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）が合意されました6。
2018年7月には、トランプ大統領とユンケル欧州委員会委
員長との間で追加関税の留保と関税ゼロに向けた作業の
開始が合意され、米EU間の関税引き上げの可能性は低く
なりました7。

序論
経済および事業環境

2
世界の経済環境

018年と2019年の世界経済の成長率は2017年
と同水準の3.7％と予想されていますが、各国・
地域の経済動向はますます不均一になってい

ます2。米国では、2017年に実施された減税の効果により、
2018年のGDP成長率は2.9％と予想されていますが、2019
年は関税引き上げの逆風を受けることから、2.5％への減速
が見込まれています。ユーロ圏でも、経済成長率は2017年
の2.4％から2018年は2.0％、2019年には1.9％への減速が
予想されます。英国では国民投票で決定された欧州連合

（EU）離脱の条件交渉が続いていますが、成長率は2018年
が1.4％、2019年は1.5％と見込まれています。日本経済は
足踏みが続いており、成長率は2018年が1.0％、2019年は
0.9％に留まる見通しです。

中国は景気減速と債務の増大に直面しています。
2017年は6.9％の経済成長を記録しましたが、2018
年は6.6％、2019年は6.2％に減速する見通しです。
中国政府は過去数年にわたり、景気刺激策として
銀行に対して融資の拡大を促してきましたが、これ
が急速な債務の増大につながっています。中国の負
債総額は2008年第4四半期から2018年第1四半期
の間に、GDPの171％から299％に急増しました3。投
機によって値上がりした不動産価格の下落懸念が
高まっています。不動産価値が下がれば、中国の株式市場
に占める割合が大きい個人投資家に影響が及ぶと考えられ
ます。一方で中国は世界中で一連のインフラプロジェクトを
展開する「一帯一路」構想により、経済圏の拡大に取り組んで
います4。

世界経済、事業見通し、そして規制要件の動向により、
リスクマネジメントにとっては課題の多い新しい環境が生まれています。

通商政策をめぐっては
緊張感が高まっており、
世界の経済見通しを
不透明にしています。
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した。多くの金融機関は取締役会による監視においてリー
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調査を実施してきた中で最高リスク責任者（CRO）の職位は
広く浸透し続けており、今では95％の金融機関がCRO職を
設置しています。しかし、CROの指揮系統については、CRO
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取締役会内の委員会に報告していないとの回答は約半数
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ERM導入の継続的な拡大
エンタープライズリスクマネジメント（ERM）プログラムを導
入しているとの回答は83％に上り、前回の73％から上昇し
ました。現在導入を進めているとの回答も9％となりまし
た。ERMプログラムにおいて「優先順位が極めて高い」また
は「非常に高い」課題であるとの回答が最も多かったのは、
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トとリスクマネジメント担当部署間の連携（66％）、規制要
件と期待事項の増加への対応（61％）、全社的にリスクカル
チャーを確立し定着させること（55％）でした。

ストレステストへの高まる依存
資本ストレステストを活用している金融機関は90％、流動
性ストレステストは87％とほぼすべての金融機関に及んで
おり、ストレステストへの依存度が高まっています。ストレス
テストの活用方法で最も一般的だったのは、自社のリスク
プロファイルの把握（資本ストレステストで99％、流動性スト
レステストで100％）、取締役会への報告（資本ストレステス
トで97％、流動性ストレステストで95％）、上級幹部への報
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すべての回答者から挙げられたのは、規制要件および期待
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両方で95％）、自己資本比率の十分性の評価（95％）、規制
で求められている流動性比率および流動性バッファーの適
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ルとして使われることが多くなっており、様々な領域で「広範
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経済および事業環境

2
世界の経済環境

018年と2019年の世界経済の成長率は2017年
と同水準の3.7％と予想されていますが、各国・
地域の経済動向はますます不均一になってい
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通商政策をめぐっては
緊張感が高まっており、
世界の経済見通しを
不透明にしています。
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金融機関の見通し

金融機関では過去数年にわたってリターンの低迷が続いて
いましたが、2017年と2018年は好景気（特に米国の）の恩
恵を享受しました。資本市場関連事業は依然低調ですが、
低いデフォルト率や金利の上昇を受け、個人向け事業は好
調です。米国の銀行は2018年第1四半期決算で前年同期比
27.5％増の記録的な利益を発表し、金融機関の7割が収益
増を達成しました10。

欧州では金融機関の業績は低迷しており、2018年第1四半
期の株主資本利益率は前年同期比で若干低下し、6.8％と
なりました11。特に投資銀行部門の収益が振るわず、比較可
能な米国の金融機関における投資銀行部門の業績に後れ
を取っています12。

世界の金融機関は、ロンドン銀行間取引金利（LIBOR）の不
正操作発覚を受けた段階的廃止に向け、準備を始めなけ
ればなりません。米連邦準備制度理事会（FRB）やイングラ
ンド銀行などの規制当局は、LIBORの代わりとなる、より市
場本位のベンチマークの開発と評価に取り組んでいます。
LIBOR連動型ローンの移行には相当な作業や移行のため
の決めごとが必要になるでしょう。新規のローンは新しいベ
ンチマークと連動させることが可能ですが、LIBORの公表が
停止されるのであれば、LIBORに連動した300兆米ドルに上
る既存のローン、デリバティブ、その他の契約の管理方法を
業界として決めなければなりません13。他の金利の使用可
能性について書かれたローン契約書も一部ありますが、そ
れ以外では単純にLIBORについての言及があるのみです。
LIBORからの移行によって追加のオペレーショナルリスクが
生じ、市場が不安定になる可能性があります。

米国が発表した新たな制裁措置は、ロシア、トルコ、北朝鮮、
イランなどの特定の国に大きく影響すると予想されます。

世界経済は過去にも市場への打撃や成長の低迷をもたら
す危機に定期的に見舞われており、次の危機が発生する条
件が整っているのではないかとの懸念が高まっています。
2008年の世界金融危機は特に深刻でしたが、それ以前に
も2000年にはITバブル崩壊、1997年にはアジア通貨危機、
1987年には株価大暴落となった「ブラックマンデー」に見舞
われました。何が次の危機を引き起こすかは誰にも分かり
ませんが、歴史を振り返れば、次の危機はい
ずれ来ると言えます。歴史的な低金利環境
が新興諸国の債務残高の大幅な増大を後
押ししており、そのほとんどは米ドル建てで
す。2018年は、トルコ・リラ急落を受け、他の
エマージング市場に金融危機が波及するの
ではないかという警戒感が生まれました。先
進国は超低金利政策を維持していますが、
国際通貨基金（IMF）は2016年10月、先進国
の金融政策変更に対して新興諸国は依然
脆弱であると結論付けました。中国を除く新
興諸国で今後4四半期の間に中期債務から1,000億米ドル
規模の資金が流出する可能性は5％と分析されています。こ
れは世界金融危機と同等の規模に相当します8。

また、投資適格級のうち最低格付に当たるBBB格企業の間
で債務が急速に積み上がっており、今では投資適格債市場
において最大の割合を占めるようになりました9。プライ
ベートエクイティ、ヘッジファンド、住宅ローン金融会社など
のノンバンク金融機関による住宅ローン向け融資も急速に
増加しています。これらの企業はより緩い融資条件でのロー
ンの提供に前向きであることが多く、伝統的な銀行を対象
とした規制当局による徹底した監視の対象にもなっていま
せん。景気は全般に好調ですが、これらすべての動向は、金
融機関は引き続きリスクエクスポージャーに目を光らせ、潜
在するシステミックなリスクイベントを乗り切る手立てを検
討する必要があることを示しています。

世界経済は過去にも市場への
打撃や成長の低迷をもたらす危機に
定期的に見舞われており、次の危機が
発生する条件が整っているのでは
ないかとの懸念が高まっています。

オープンバンキングを促進するトレンドは、技術力を駆使し
て新商品を導入し顧客に直接売り込む新しい競合フィン
テック企業の関心もかき立てています。フィンテック分野で
の競争相手はスタートアップ企業に限られたものではなく、
今では大手テクノロジー企業や電子商取引企業も参戦して
います。これらの企業はフィンテックのスタートアップ企業と
は異なり、既存の大規模な顧客基盤、拡張性のある顧客
データセット、強力なブランド力など、手ごわい競争相手と
なり得る優位性を有しています。例えば中国では、アリババ
の関連会社であるアントフィナンシャルサービスグループが
設定したユエバオファンドがわずか5年で世界最大のマ
ネーマーケットファンドの一つに成長し、2018年6月時点の
運用資産残高は2,100億米ドルとなっています16。

世界各国の規制当局は、フィンテック企業を対象とした規
制の枠組みの策定に着手しています。英国、シンガポール、
オーストラリアなどでは、「regulatory sandbox」（規制の実
験室）と呼ばれるアプローチが提供され、これによってフィ
ンテック企業は、従来の規制要件に縛られずに、特定の範
囲や期間において新しい金融商品を試すことができるよう
になっています17。例えばオーストラリア証券投資委員会は
フィンテック企業に対し、オーストラリアの金融サービス免
許や与信免許を得ることなく、最大12カ月まで特定のサー
ビスをテストできるようにしています。EUは2018年3月、欧州
をフィンテックのグローバルハブにすることを目的としたア
クションプランを発表しました18。米通貨監督庁（OCC）は
2018年7月、フィンテック企業からの国法銀行免許申請の受
入れを開始すると発表しました19。

英国のEU離脱交渉が続いていますが、英国のEU離脱が欧
州の金融業界に最終的に及ぼす影響は依然不透明です。い
まだ解決を見ていない多くの課題の中には、契約期間が離
脱日を越えて継続するデリバティブ契約や国境を越えた保
険契約の取り扱いなどがあります。英国を拠点とする金融
サービス企業は、単一パスポート制度の下で認められたEU
全域での業務展開ができなくなります。2018年時点で、推計
1兆4,000億英ポンドに上る欧州のクライアントの資産が英
国で運用されていました14。フロントオフィスやディーリング
ルームを、パリ、アムステルダム、フランクフルトなど、欧州大
陸に開設している金融機関もあります。決済業務やユーロ
建てのトレーディングが、ロンドンからこれらの都市やEU内
の他都市に移される可能性もあります。

銀行、資産運用会社、そして保険会社は、テクノロジーの進
歩や顧客の期待の高まりを受けて、オープンバンキングへ
の関心の高まりに伴う新しいビジネスモデルにも直面して
います。オープンバンキングとは、従来のクローズドモデル
から、顧客の同意に基づいてデータを銀行エコシステムの
様々なメンバー間で共有するモデルに移行することを意味
します15。オープンバンキングモデルの採用には、顧客デー
タの利用に関して進化する規制要件の遵守が必要不可欠
になるでしょう（これらの規制要件については、「規制リス
ク」のセクションを参照）。オープンバンキングはより顧客中
心の考え方を可能にし、まったく新しい商品やサービスにつ
ながる可能性があります。

「顧客が（自分の意思で）保険を買うというより、
（提供する側の都合で）売られ仲介されるという状

況は変わりつつあります。
将来の世代は、透明性が求められ不透明性は排
除されるような方法により、インターネット上で保
険を買うようになるでしょう」

― 多角化が進んでいる大規模金融サービス会社
の最高リスク責任者
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― 多角化が進んでいる大規模金融サービス会社
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規制改革のペースは全般に緩やかになっていますが、世界
各国の規制当局は数々の課題を一層注視するようになって
います。これには、リスクマネジメントデータおよびITシステ
ムのほか、とりわけサイバーセキュリティ、消費者データ保
護およびプライバシー、コンダクト・企業文化、マネーロンダ
リング防止といったノン・ファイナンシャル・リスクの管理が
挙げられます。消費者のプライバシーについてはEU一般
データ保護規則（GDPR）により、EU域内で事業展開してい
る金融サービス企業に対し、消費者が個人データの利用方
法を把握し管理できるようにするという新要件が加わりま
した。

マネーロンダリング防止規制に対する意識も高まっていま
す。欧州銀行監督局（EBA）は2018年に、マネーロンダリング
防止規則のマルタによる適用に「全般的かつ組織的な欠
陥」があることを指摘し、デンマークでは大手金融機関を対
象としたマネーロンダリング疑惑に関する当局監督を調査
したうえ、すべてのEU加盟国によるマネーロンダリング防止
規則の適用状況をレビューすると発表しました22。

米国、英国、オーストラリア、香港などでは、説明責任を強化
することによりコンダクト・企業文化リスクの管理を強化し
ようという取り組みが規制当局によって行われています23

（サイバーセキュリティ、コンダクト・企業文化、データやITシ
ステムについては、「サイバーセキュリティ」、「コンダクト・企
業文化」、「リスクマネジメント情報システムおよびテクノロ
ジー」のセクションを参照）。

リスクマネジメント

金融機関にとっては事業環境や規制環境において高まる不
安定性や不確実性が、リスクマネジメントプログラム変革に
向けた強力なインセンティブになっています。その軸足は、
次々と導入される新しい規制要件への対応から、事業戦略
や事業部門にリスクマネジメントを組み込み、オペレーショ
ンを改善していくことへと移りつつあります。

伝統的な金融機関も新技術採用に向けたパイロットプログ
ラムを開始し、フィンテック企業との合弁事業に乗り出してい
ます。こういった動きにより、自動化ツールを通してより低コ
ストでよりカスタマイズされた商品が作り出され、より速やか
に顧客に届けられるようになります。一方で、テクノロジーに
よって生み出された金融商品が受け入れられるようになるの
に伴い、金融機関は、サイバーセキュリティリスクや第三者リ
スクの増大など、テクノロジーへの依存度が大きいことから
生み出される可能性のある追加のリスクを管理できるように
しておく必要があるでしょう。

グローバルな規制環境

バーゼル委員会はバーゼルIII改革で最終合意しており、
バーゼル委員会から近い将来に新規の大幅な規制改革が
なされることは見込まれていません。バーゼル委員会によ
るバーゼルIIIの枠組みの最終決着は、金融危機後の規制改
革の時代が終わりを迎えたことを示唆しています。

米国では2018年5月、「経済成長・規制緩和・消費者保護
法」の制定により、「ドッド・フランク・ウォール街改革・消費者
保護法（ドッド・フランク法）」に2010年の制定以来最も大幅
な修正が加えられました。規制の対象となる基準が見直さ
れ、総資産が2,500億米ドル未満の数多くの銀行について、
資本ストレステスト、破綻処理計画、流動性要件などの特定
の要件が修正または撤廃される一方、大規模かつシステム
上最も重要な金融機関についてはより厳格な監督が維持
されることになりました20。

しかしながら、当局審査はこれまでのペースで進められ、リ
スクマネジメントやガバナンス実務で改善すべき点も引き
続き見つかっており、時に取締措置や罰金が課される結果
となっています。新規制の導入ペースは緩やかになっている
ものの、規制当局による監視の全般的な水準や厳格さが緩
まる兆しはないことが示唆されます。

中国は銀行と保険の規制当局である中国銀行業監督管理
委員会（CBRC）と中国保険監督管理委員会（CIRC）を統合
したうえ、中央銀行にマクロ経済を監督する新たな権限を
付与すると発表しました21。中国証券監督管理委員会

（CSRC）の統合も検討されてきましたが、同委員会は統合さ
れずに残るようです。

るのがAI機能です。加えて、リスクマネジメント評価を自動化
することにより、人によるサンプルのみのレビューに依存す
るのではなく、一連のトランザクションすべてをレビューする
ことが可能になります。

しかし、これらのツールを効果的に採用するには、多くの金
融機関でリスクの枠組みを強化し、これらのテクノロジーの
活用によって生じるリスクに対応できるようにする必要が生
じるでしょう。さらには、データマネジメントやITインフラにも
目を向ける必要があります。一部の金融機関ではデータ環
境の改善に進展が見られますが、多くでは精度の高い高品
質なデータにアクセスできていません。これには、電子メー
ル、チャット、音声データ、ソーシャルメディアなど、デジタル
テクノロジーの潜在性を引き出すのに必要な非構造化デー
タが含まれます。こういったデータへのアクセスを得ることに
加え、自社のデータ環境がGDPRなどの消費者のプライバ
シー保護規制を遵守していることの確認も必要になります。

ノン・ファイナンシャル・リスクについて、これまで以上にその
重要性が増しています。国家によるものを含め、サイバー攻
撃がより高度化していることを受け、サイバーセキュリティ
がリスクマネジメント上の課題のトップになりました。商品
の価格設定、一般に公正妥当と認められた会計原則

（GAAP）と法定評価、リスクや資本の管理、戦略的計画立案
などのためモデルへの依存が高まっていることを受け、金
融機関や規制当局はモデルの検証やモデルリスク管理にさ
らに注意を向けるようになっています24。一連の不適切な企
業行動（コンダクト）では大手金融機関に多大な風評被害
が生じており、コンダクト・企業文化リスクの管理に対する
意識が高まっています25。

金融機関はリスクマネジメントの再構築・刷新プログラムに
取り組むことにより、自社のリスクマネジメントプログラム
がこれらを含む課題に対応できるようにしようとしていま
す。多くの刷新プログラムにおいて重要になるのは、「三つの
防衛線」によるリスクガバナンスモデルを再検討することに
より、責任の重複を排除し、ビジネスユニットが引き受けて
いるリスクについて明確に責任を負うようにし、リスクマネ
ジメント部門が監視と検証／反論を実施できるようにする
ことです。

金融機関によるリスクマネジメントの再構築では、ビッグデー
タ、クラウドコンピューティング、ロボティクスおよびプロセ
スオートメーション、コグニティブアナリティクス、自然言語
処理などの最新のテクノロジーやデジタルツールが採用さ
れています。これらのデジタルツールは、手作業の自動化に
よって効率性を向上させるだけでなく、出現しつつある脅威
を特定し、リスクと原因の間の相互関係についての知見を
もたらしてくれます。数多くの適用例の中で、資本市場にお
けるリスク感応度を見やすくしたり、保険引受を改善したり、
当初証拠金のファンディングコスト調整（MVA）を最適化し
たり、ストレステストモデルで生成された異常な予測結果を
探知したりすることにおいてより優れた見通しを提供してい

「当社では様々な新テクノロジーを活用していま
す。例えば、データ処理や報告にオートメーション
を利用しているほか、コンプライアンスや銀行秘密
法／マネーロンダリング防止法の遵守状況、また、
市場での当社の評判を自動で監視するツールを
構築中です」

― 大手多国籍銀行の最高リスク責任者

金融機関はリスクマネジメントの再構築・刷新プログラムに
取り組むことにより、自社のリスクマネジメントプログラムが
これらを含む課題に対応できるようにしようとしています。
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本レポートでは、今回の調査結果をこれまでの調査結果と
適宜、比較しています。

本レポートでは、以下の定義に基づき、選択したサーベイ結
果を、参加企業の資産規模に応じて分類したうえで、分析し
ています。

• 小規模金融機関：総資産が100億米ドル未満の金融機関
• 中規模金融機関：総資産が100億米ドル以上1,000億米ド

ル未満の金融機関
• 大規模金融機関：総資産が1,000億米ドル以上の金融機関

サーベイ参加企業は幅広い金融サービスを提供しており、
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参加企業の総資産を合わせると29兆1,000億米ドルに上り、
各社の資産規模には幅があります（図3）。資産運用サービス
を提供する企業の運用資産は合計23兆米ドルに上ります。

本サーベイについて

本レポートは、デロイトが世界の金融サービス業界を対象
に継続的に実施している、リスクマネジメント業務調査第11
回から導き出した結果について記したものです。本サーベイ
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業94社のCROまたは同等の職位者から回答を得ました。

本サーベイに参加した金融機関は世界の主要経済圏に所
在しており、その本社は主に米国・カナダ、欧州、アジア太平
洋地域に置かれています（図1）26。調査対象企業の多くは多
国籍企業であり、対象企業の72％が本国以外でも事業を展
開しています。
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取締役会の果たす役割

界各国の数多くの規制当局による規制ガイダン
スや要請には、取締役会が金融機関のリスクマ
ネジメントプログラムを監督することの重要性

が盛り込まれています。バーゼル委員会の基本原則には、銀
行の取締役会がリスクマネジメントに対して総合的な責任
を果たすべきであると明記されています28。ドッド・フランク
法の2018年改正では、米連邦準備制度理事会（FRB）によっ
て定められた「健全性強化基準」（EPS）の適用基準が修正
され、リスク委員会を取締役会内に設置し社外取締役を委
員長とすることが義務付けられる米国内の銀行の基準が、
連結資産100億米ドル以上から500億米ドル以上に緩和さ
れました29。米通貨監督庁（OCC）による基準では、大規模銀
行に対し、取締役会による承認されたリスクガバナンスの枠
組みを設けることが求められています。

保険業界では全米保険監督官協会（NAIC）による「リスク管
理およびリスクとソルベンシーの自己評価に関するモデル
法第505号」の採択を受け、各社にはリスクマネジメントの
枠組みを明記した年次報告書の提出が求められます。これ
には取締役会の方針および役割が含まれます30。ソルベン
シーIIでは、保険会社の活動全体にわたってリスクマネジメ
ントを適切に監督する「適正かつ適格」な取締役会が求め
られることが明記されています。

金融危機への対応として、リスクマネジメントにおけるリス
クガバナンスや取締役会の役割の重要性は大幅に高まりま
した。取締役会は経営幹部から定期的に報告を受けるだけ
ではなく、リスクマネジメントプログラムをより積極的に監
督するようになりました。しかし、経営幹部のほうが執行に
長けている事業運営上の責任を取締役会が担うことにした
ために、取締役会と上級幹部の適切な役割の境界線が曖昧
になっている状況が多々見受けられます。例えば、FRBによ
る年次包括的資本分析およびレビュー（CCAR）では、リスク
シナリオで用いられる前提条件の監督が取締役会に期待さ
れています。保険監督者国際機構（IAIS）は2018年6月、取締
役会の構成および役割についての文書草案の中で、取締役
会が担うことが適している監督責任と日々の事業運営とが
明確に区別されていない保険会社があることを指摘しまし
た31。

リスクガバナンス

世

現在は、取締役会が監視や検証／反論に集中できるよう、
再調整が行われています。FRBは、銀行の取締役会に対する
監督上の期待を再考し、「中核的責務を果たすことに注力
する効果的な取締役会にするための原則を確立する」こと
を提言しました32。提言では、取締役会による監督責任と経
営陣の義務とをより厳格に分けることを目的として取締役
会の役割を見直すとともに、新たに取締役会の実効性（BE）
に関するガイダンスを公表しました33。

規制改革のペースが緩やかになり、取締役会は効果的な監
督に集中すべきであるとの認識から、取締役会がリスクマ
ネジメントに費やす時間が2年前よりも増えたという回答は
少なくなりました。79％は取締役会がリスクマネジメントに
費やす時間が2年前よりも増えたと答えていますが、大幅に
増えたとの回答は28％に留まり、2016年の44％から低下し
ました。規制改革のペースの緩和は、特定の地域で一層顕
著になっています。取締役会がリスクマネジメントに費やす
時間が大幅に増えたとの回答は米国／カナダで前回の44％
から18％にまで低下し、欧州では50％から29％に低下しま
した。

取締役会は多くの金融機関において、リスクマネジメントに
関する幅広い責務を担っています（図4）。90％超の回答者
が取締役会によるリスクマネジメント上の監督責任として
挙げたのは、組織の正式なリスクガバナンスの枠組みのレ
ビューと承認（93％）、リスクマネジメント方針／ERMの枠
組みに関するレビューと承認（91％）、組織が直面している
多様なリスクに関するリスクマネジメント定期レポートのレ
ビュー（91％）、全社的なリスクアペタイト・ステートメントの
承認（91％）でした。

「規制その他の圧力を受け、取締役会と経営陣の
役割が次第に曖昧になっていました。最近では、取
締役会や取締役会内のリスク委員会が日々の事
業運営ではなく戦略的課題や監督に集中できるよ
う、位置付けが見直されています」

― 大規模グローバル金融サービス企業
のリスク担当幹部

図4
貴社の取締役会または取締役会内のリスク委員会は、以下のリスク監督業務のうちどれを実施していますか？

出所：デロイトの分析
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（市場リスク、信用リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスクなど）

組織のリスクプロファイルとの整合性の観点から、企業戦略をレビュー

リスクマネジメント方針の不遵守を是正する経営陣の対策のレビュー
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改善の余地は引き続き残されています。事業戦略によってリ
スクプロファイルが高まる可能性は往々にしてありますが、そ
の影響を検討する役割を取締役会が担うことが行き渡って
いるとは言い難く、取締役会が組織のリスクプロファイルと
の整合性の観点から企業戦略をレビューする責任を負って
いるとの回答は70％でした。また、規制当局はコンダクト・企

業文化リスクに一層目を光らせる
ようになっていますが、コンダクト
リスクの監視を取締役会の責任と
する回答は50％に留まっており、こ
れは経営陣の責任であると考えて
いる金融機関が多いことが反映さ
れている可能性があります。一方
で、全社的なリスクカルチャーの確
立・定着化の支援／リスクに関す
る自由な議論の促進は取締役会

の責任であるとする回答は67％に上りました。

取締役会内のリスク委員会

規制当局からはリスクマネジメントの監督責任を取締役会
内のリスク委員会に置くことが期待されており、実際も広く
採用されています。バーゼル委員会が2010年に公表した指
針では、特に大規模かつ国際的に活発に事業を展開する銀
行にとって、取締役会レベルのリスク委員会が重要であるこ
とが強調されました。さらに2015年に改定された指針で
は、リスク委員会の適切な役割が具体化されました34。FRB
が定めたEPSでは、米国の銀行に対してリスク委員会を独
立して設置することを義務付けるとともに、一部の関連要
件は銀行の規模に応じて段階的に適用されることになって
います35。

リスクアペタイトに照らしたリスクテイクの監視（財務リスク
とノン・ファイナンシャル・リスクを含む）責任は取締役会にあ
るとした回答者は77％で、2年前の89％から低下しました。取
締役会が、従来は経営陣が担ってきたリスクアペタイトに照
らしたリスクテイクの監視などの業務ではなく、監督業務に
集中している金融機関が増えていることが示唆されます。

規制当局や金融機関が自己資本の適切性や財務のレジリエ
ンスを評価するに当たっては、ストレステストの重要性が高
まっています。取締役会の責任としてストレステストシナリオ
や結果のレビューを挙げた回答者は79％、個別のリスクマネ
ジメント方針のレビューを挙げた回答者は67％でした。

最高リスク責任者（CRO）との経営幹部会議の開催を取締役
会の責任とする回答は53％から66％に上昇し、リスクマネジ
メント部門の独立性や優位性に進展の兆しが見られます。

規模の大きい金融機関に対しては、取締役会内のリスク委
員会に1人以上のリスクマネジメントの専門家を置くことが
規制当局の期待事項になりつつあります。これまでは、リス
クマネジメントの経験を有する適格な取締役候補は数に限
りがあったため、その確保が課題となっていました。しかし、
今回の調査では、84％の回答者が取締役会内のリスク委員
会にリスクマネジメントの専門家を1人以上置いていると答
え、2年前の67％から上昇しました。ここからは、より多くの
金融機関でリスクを専門とする取締役を見つけ、離職を防
止できていることが分かります。

リスク監督の主たる責任は取締役会内のリスク委員会にあ
るとの回答は61％に上りました。21％の回答者は、監督責
任はその他の委員会にあると回答し、うち7％はリスク委員
会と監査委員会が共同で負っていると回答しています。監
督責任を取締役会内のリスク委員会に置くことは、資産運
用会社（61％）や保険会社（56％）よりも銀行（72％）でより
一般的に実施されています。取締役会全体に監督責任があ
るとの回答は14％に留まりました。

さらに規制当局は、リスクマネジメントの専門知識やスキル
を有する社外取締役がリスク委員会に参加することを期待
する傾向にあります。FRBが定めたEPSでは銀行に対して独
立したリスク委員会を設置するだけでなく、社外取締役を
委員長とし、リスクの専門家を置くことを義務付けていま
す。

規制当局の期待には影響力があり、調査では取締役会内の
リスク委員会の全員または過半数が社外取締役であるとの
回答は70％（全員が35％、過半数が35％）に上りました。取
締役会内のリスク委員会に社外取締役が1人も参加してい
ないとの回答は6％に留まりました。

社外取締役を採用する動きは米国／カナダで最も顕著で
あり、取締役会内のリスク委員会の全員または過半数が社
外取締役との回答は87％に上りました。欧州では67％、ア
ジア太平洋地域では58％でした。

さらには、取締役会内のリスク委員会またはリスクマネジメ
ントの監督を担う同等の委員会の委員長を社外取締役が
務めているとの回答は84％に上り、2年前の72％から上昇
しました。社外取締役をリスク委員会の委員長とするのは
米国／カナダでより一般的（前回の78％から92％に上昇）
であり、アジア太平洋地域では82％、欧州では79％でした。
米国／カナダでこの慣行が浸透しているのは、FRBが定め
たEPS要件への対応によるものと考えられます。

「当社ではリスクアペタイトに照らした現在のリス
クテイクやその方向性に関する情報を毎回の取締
役会で報告し、リスクアペタイトと比較した現状に
ついて取締役が十分な情報を得られるようにして
います」

― 大規模金融サービス会社の
最高リスク責任者

規制当局からはリスクマネジメントの監督責任
を取締役会内のリスク委員会に置くことが
期待されており、実際も広く採用されています。

図5
取締役会内のリスク委員会または
リスクマネジメントの監督を担う同等の委員会において、
社外取締役の参加に関する貴社の状況を適切に
示すものは以下のうちどれですか？

社外取締役は
1人も参加して
いない

社外取締役が2名以
上参加しているが、過
半数ではない

取締役会内のリス
ク委員会の過半数
が社外取締役

全員が
社外取締役

社外取締役が
1名参加

6%

5%

17%

35%

35%

注：四捨五入しているため、各数値を合算しても100％にならない場合が
あります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

出所：デロイトの分析
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一方で、CROをトップとする独立したリスクマネジメントチー
ムが取締役会またはリスクマネジメントを担当する取締役
会内の委員会と定期的に会議を開いているとの回答は
97％に上りました。取締役会がCROと話し合う機会を設け
ること、理想を言えば時にCEOや上級幹部が不在の場で話
し合うことで、取締役会がリスクマネジメントプログラムの
率直な評価を受けられることになります。

回答者からは、自社のリスクマネジメント部門には幅広い
責務が課せられているとの回答が寄せられました。新しいリ
スクおよびエマージングリスクの特定（99％）、リスクマネジ
メントの枠組みの策定・導入（99％）、取締役会またはリスク
マネジメントを担当する取締役会内の委員会との定期的な
会議（97％）は、ほぼ全回答企業においてリスクマネジメン
ト部門が担っていました。

取締役会内のリスク委員会にリスクマネジメントの専門家
を置くことは、保険会社（77％）よりも銀行（91％）や資産運
用会社（91％）でより一般的になっており、これは銀行の規制
当局がこの課題をますます重視している結果であると考えら
れます36。

CROと独立した
リスクマネジメント部門の役割

金融機関が独立したリスクマネジメント部門を設置するこ
とに対する規制当局の期待は充足されつつあります。CRO
職の設置はほぼ全体に行き渡っており、回答企業の95％が
自社にCROまたは同等の職位が設けられていると回答し、そ
の割合は調査を重ねるたびに着実に上昇しています（図6）。

CROを最高経営責任者（CEO）と取締役会の両方に報告さ
せることには重要な効用がありますが、これは必ずしも実
践されているとは限りません。CROがCEOに報告していると
の回答は75％で、回答企業の4分の1ではCROが組織の最
上層部に報告していないことが窺えます。同様に、CROが取
締役会または取締役会内の委員会に報告しているとの回
答は52％に留まりました。この結果からは、多くの金融機関
でCROの指揮系統を改善する余地があることが分かります。

金融機関はこの領域での対応を進めていますが、なすべき
ことはまだまだあります。取締役会によって承認されたリス
クアペタイト・ステートメントがあるか、承認に向けてステー
トメントを策定中と答えた回答者は90％に上りました（すで
にある金融機関は84％、策定中は6％）。

金融機関は全社レベルのリスクアペタイト・ステートメント
を定義し実施するうえで、様々な課題に直面しています。リ
スクアペタイトを定義するうえで「極めて難しい」または「非
常に難しい」項目として特に多く挙げられたのは、戦略リスク

（51％）、サイバーセキュリティリスク（44％）、風評リスク
（39％）などのノン・ファイナンシャル・リスクでした（図7）。コ
ンダクトリスクには規制当局の注目が集まっていますが、そ
の数量化は難しく、ここでも3分の1の回答者が「極めて難し
い」または「非常に難しい」と答えました。

リスクマネジメントモデルの管理責任もより広範に浸透し
ています。モデルガバナンスの監督をリスクマネジメント部
門の責務とする回答は回答企業の85％に上り、2年前の
75％から上昇しました。同様に、リスクや関連モデルのバッ
クテストの実施をその責務とする回答は78％で、前回の
66％から上昇しました。

米連邦準備制度理事会（FRB）がモデルリスクの管理に関す
る指針SR11-7を公表して以来、金融機関や規制当局はモデ
ルリスク管理をさらに意識するようになっています37。モデル
リスク管理に対する期待は米国の包括的資本分
析およびレビュー（CCAR）に記載されており、最
近では欧州中央銀行（ECB）が、信頼性を高め、
第一の柱における承認済みの内部モデルの適切
性を裏付けることを目的として、「内部モデルの
ターゲット審査」（TRIM）に関する指針を公表しま
した38。

調査結果からは、戦略や日々の事業上の判断に
リスクマネジメントについての検討が織り込まれるように
なっていることも示唆されています。事業戦略の策定や事業
計画の定期評価時の情報提供をリスクマネジメント部門の
責務とする回答は前回の65％から81％に上昇した一方、リス
クプロファイルに影響を及ぼす日々の事業上の意思決定（取
引など）への関与については2年前の63％から74％に上昇し
ました。

リスクアペタイト

リスクアペタイト・ステートメントを文書化しておくことは効
果的なリスクマネジメントの基本であり、上級幹部が自社の
戦略目標を設定する際や、事業部門がビジネス上の意思決
定のために適切なリスク水準を検討する際の指針となりま
す。世界金融危機以降、金融安定理事会（FSB）やバーゼル
委員会などの規制当局はリスクアペタイト・ステートメント
の重要性にさらに注目するようになりました39。規制当局
は、金融機関がサイバーセキュリティリスクやコンダクトリ
スクなどのノン・ファイナンシャル・リスクをリスクアペタイ
ト・ステートメントに盛り込むことを期待しています。これに
は風評リスクなどの本質的に数量化できないリスクも含ま
れます。

「戦略的計画立案は、事業部門とリスクマネジメン
ト部門が共同で行います。リスク専任の幹部にも、
ビジネスリスクについて助言し監督する責任があ
ります」

― 多角化が進んでいる大規模金融サービス企業の
リスク担当幹部

「当社ではリスクアペタイトの枠組みの改良や、戦
略とリスクアペタイトの結び付きの強化により多く
の時間をかけ、取締役会や上級幹部レベルでより
明確化されるよう徹底しています。また、リスクア
ペタイトを適切な重要リスク指標（KRI）に落とし
込むことにも力を注いでおり、リスクアペタイトを
超過していないことを先制的に監視し、確認でき
るようにしています」

― 大規模金融サービス会社の
リスクマネジメント担当上級幹部
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一方で、CROをトップとする独立したリスクマネジメントチー
ムが取締役会またはリスクマネジメントを担当する取締役
会内の委員会と定期的に会議を開いているとの回答は
97％に上りました。取締役会がCROと話し合う機会を設け
ること、理想を言えば時にCEOや上級幹部が不在の場で話
し合うことで、取締役会がリスクマネジメントプログラムの
率直な評価を受けられることになります。

回答者からは、自社のリスクマネジメント部門には幅広い
責務が課せられているとの回答が寄せられました。新しいリ
スクおよびエマージングリスクの特定（99％）、リスクマネジ
メントの枠組みの策定・導入（99％）、取締役会またはリスク
マネジメントを担当する取締役会内の委員会との定期的な
会議（97％）は、ほぼ全回答企業においてリスクマネジメン
ト部門が担っていました。

取締役会内のリスク委員会にリスクマネジメントの専門家
を置くことは、保険会社（77％）よりも銀行（91％）や資産運
用会社（91％）でより一般的になっており、これは銀行の規制
当局がこの課題をますます重視している結果であると考えら
れます36。

CROと独立した
リスクマネジメント部門の役割
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自社にCROまたは同等の職位が設けられていると回答し、そ
の割合は調査を重ねるたびに着実に上昇しています（図6）。
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ビジネスリスクについて助言し監督する責任があ
ります」

― 多角化が進んでいる大規模金融サービス企業の
リスク担当幹部

「当社ではリスクアペタイトの枠組みの改良や、戦
略とリスクアペタイトの結び付きの強化により多く
の時間をかけ、取締役会や上級幹部レベルでより
明確化されるよう徹底しています。また、リスクア
ペタイトを適切な重要リスク指標（KRI）に落とし
込むことにも力を注いでおり、リスクアペタイトを
超過していないことを先制的に監視し、確認でき
るようにしています」

― 大規模金融サービス会社の
リスクマネジメント担当上級幹部
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対照的に、財務カテゴリーである市場リスク、信用リスク、流
動性リスクは数量化がより容易であり、リスクアペタイトの定
義が「極めて難しい」または「非常に難しい」と考えている回
答者は10％以下に留まりました。

規制当局は、オペレーショナルリスクに係るリスクアペタイト
を数量化して定義することにも非常に注目しています。オペ
レーショナルリスクに係るリスクアペタイトの定義が「極めて
難しい」または「非常に難しい」との回答は36％となり、前回
の27％から増加しました。

近年、金融機関はビジネスユニットが引き受けたリスクはビ
ジネスユニットが管理することの重要性により注意を向け
てきましたが、その実現は容易ではありません。ビジネスユ
ニットはリスク管理ではなく売上や利益の達成によって評
価されるため、一部からは依然としてリスクマネジメントは
ビジネスユニットの中核的な使命ではないと考えられてい
ます。最前線にいるビジネスユニットの多くにとって、リスク
マネジメントは新しい領域であり、この責務が追加されるこ
とに抵抗を覚える人もいるかもしれません。ビジネスユニッ
トがリスクマネジメント上の役割に賛同したとしても、多く
の金融機関では人材の採用や追加的なスキルの育成が必
要になる可能性が高いでしょう。リスクマネジメントの専門
知識と具体的な事業経験をあわせ持つ熟練した専門家を

見つける必要があるため、採用は
難しい可能性があります。

事実、多くの金融機関では三つの
防衛線モデルに手が加えられてい
ます。三つの防衛線モデルを改定し
たか、またはモデルの再評価をして
いる、もしくは再評価を計画してい
るとの回答は43％に上りました。モ
デルを改定したか、モデルの再評
価を計画しているとの回答は、保
険会社（30％）よりも銀行（51％）と

資産運用会社（52％）で多く見られました。これまで三つの
防衛線モデルの構築は銀行で最も進んでおり、それが時間
の経過とともに非効率的になり、再構築が必要になってい
る可能性があります。銀行業務、資産運用、保険など、多様
な金融サービスを提供する金融機関に対しては、多くの場
合、銀行の監督当局が非銀行業務を含めた全社的なリスク
ガバナンスモデルの構築を促してきました。リスクガバナン
スの枠組みの構築について、資産運用に特化した会社は銀
行と同じような規制圧力は受けてはきませんでしたが、それ
でも各防衛線が担うべき適切な役割を考え直しているのか
もしれません。保険会社にとっても、リスクガバナンスモデル
構築に向けた規制圧力は銀行ほどではなく、大規模なERM
部門設立に伴って生じる可能性のある課題に銀行ほどは
直面しないかもしれません。

「三つの防衛線」による
リスクガバナンスモデル

「三つの防衛線」によるリスクガバナンスモデルは、ビジネス
ユニット、リスクマネジメント部門、内部監査がリスクマネジ
メントで担うべき適切な役割を詳細に定めたもので、長期
にわたって規制当局から求められており、また実務として広
く浸透しています。三つの防衛線モデルは、以下の要素で構
成されています。
•第一の防衛線：ビジネスユニットがそれぞれのリスクを負
担し、これを管理する
•第二の防衛線：独立したリスクマネジメント部門が監督し、
検証／反論する
•第三の防衛線：内部監査部門がリ
スクとコントロールの枠組みを検
証する

ほぼ全ての企業が三つの防衛線に
よるリスクガバナンスモデルを適用
していました（97％）。しかしながら、
このモデルは概念として健全では
あるものの、金融機関はその効果
的な適用に当たり、とりわけ第一
の防衛線（ビジネスユニット）が担
うリスクマネジメント上の責務の確
立において重大な課題に直面しています。三つの防衛線モ
デルの適用上の重大な課題を尋ねたところ、最も多かった
のは第一の防衛線に関するもので、第一の防衛線（ビジネ
スユニット）と第二の防衛線（リスクマネジメント担当部署）
の役割と責任の明確化（50％）、第一の防衛線（ビジネスユニ
ット）の賛同確保（44％）、第一の防衛線における熟練の人材
の十分な確保（33％）、第一の防衛線の責務の遂行（33％）な
どでした。

金融機関は三つの防衛線の役割における重複の排除（38％）
でも課題に直面しています。第三の防衛線（内部監査）の役
割は十分に理解されていますが、第一の防衛線（ビジネス
ユニット）と第二の防衛線（リスクマネジメントプログラム）
のリスクマネジメント上の責務を切り分けるのはより困難
です。

図7

母集団：文書化した全社レベルのリスクアペタイト・ステートメントを有する企業

全社レベルのリスクアペタイト・ステートメントを定義し実施するうえで、
以下の各項目はどのくらい難しいですか？

出所：デロイトの分析
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義が「極めて難しい」または「非常に難しい」と考えている回
答者は10％以下に留まりました。
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を数量化して定義することにも非常に注目しています。オペ
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価されるため、一部からは依然としてリスクマネジメントは
ビジネスユニットの中核的な使命ではないと考えられてい
ます。最前線にいるビジネスユニットの多くにとって、リスク
マネジメントは新しい領域であり、この責務が追加されるこ
とに抵抗を覚える人もいるかもしれません。ビジネスユニッ
トがリスクマネジメント上の役割に賛同したとしても、多く
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知識と具体的な事業経験をあわせ持つ熟練した専門家を

見つける必要があるため、採用は
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事実、多くの金融機関では三つの
防衛線モデルに手が加えられてい
ます。三つの防衛線モデルを改定し
たか、またはモデルの再評価をして
いる、もしくは再評価を計画してい
るとの回答は43％に上りました。モ
デルを改定したか、モデルの再評
価を計画しているとの回答は、保
険会社（30％）よりも銀行（51％）と

資産運用会社（52％）で多く見られました。これまで三つの
防衛線モデルの構築は銀行で最も進んでおり、それが時間
の経過とともに非効率的になり、再構築が必要になってい
る可能性があります。銀行業務、資産運用、保険など、多様
な金融サービスを提供する金融機関に対しては、多くの場
合、銀行の監督当局が非銀行業務を含めた全社的なリスク
ガバナンスモデルの構築を促してきました。リスクガバナン
スの枠組みの構築について、資産運用に特化した会社は銀
行と同じような規制圧力は受けてはきませんでしたが、それ
でも各防衛線が担うべき適切な役割を考え直しているのか
もしれません。保険会社にとっても、リスクガバナンスモデル
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「三つの防衛線」によるリスクガバナンスモデルは、ビジネス
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にわたって規制当局から求められており、また実務として広
く浸透しています。三つの防衛線モデルは、以下の要素で構
成されています。
•第一の防衛線：ビジネスユニットがそれぞれのリスクを負
担し、これを管理する
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検証／反論する
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スクとコントロールの枠組みを検
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していました（97％）。しかしながら、
このモデルは概念として健全では
あるものの、金融機関はその効果
的な適用に当たり、とりわけ第一
の防衛線（ビジネスユニット）が担
うリスクマネジメント上の責務の確
立において重大な課題に直面しています。三つの防衛線モ
デルの適用上の重大な課題を尋ねたところ、最も多かった
のは第一の防衛線に関するもので、第一の防衛線（ビジネ
スユニット）と第二の防衛線（リスクマネジメント担当部署）
の役割と責任の明確化（50％）、第一の防衛線（ビジネスユニ
ット）の賛同確保（44％）、第一の防衛線における熟練の人材
の十分な確保（33％）、第一の防衛線の責務の遂行（33％）な
どでした。

金融機関は三つの防衛線の役割における重複の排除（38％）
でも課題に直面しています。第三の防衛線（内部監査）の役
割は十分に理解されていますが、第一の防衛線（ビジネス
ユニット）と第二の防衛線（リスクマネジメントプログラム）
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図7

母集団：文書化した全社レベルのリスクアペタイト・ステートメントを有する企業

全社レベルのリスクアペタイト・ステートメントを定義し実施するうえで、
以下の各項目はどのくらい難しいですか？

出所：デロイトの分析
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主要なリスクタイプについては一人が責任を負う体制に向
かう傾向が広く見られます。一人が責任を負う体制を取って
いるとの回答が増えたのは、市場リスク（75％から86％に上
昇）、サイバーセキュリティリスク（67％から82％に上昇）、オ
ペレーショナルリスク（67％から76％に上昇）、保険リスク

（56％から68％に上昇）、第三者リスク（44％から54％に上
昇）でした。

全社的な統制・検証部門

リスクマネジメントを効果的に行うには、リスクと統制の枠
組みの中に効果的な全社的統制検証機能がなければなり
ません。調査からは、組織内のどこにこの機能を持たせるか
について各機関で様々なアプローチが取られていることが
分かりました。最も多かったのは、内部監査部門が実施

（25％）、一元的な統制検証機能を第二の防衛線に組み込
む（22％）、第二の防衛線であるリスクチームに組み込む

（12％）でした。さらに多くの金融機関ではこの機能は分散
して行われており、4分の1の回答者は様々な部門が担当し
ていると答えました。

多くの金融機関は、全社的な統制検証をセンターオブエク
セレンス（COE）に担わせることがより優れたアプローチで
あることに気づきつつあります。これによってスケールメリッ
トを享受し、先端技術をより効果的に配備できるようになり
ます。さらなるコスト削減の達成に向けてCOEをより低コス
トの地域に置くことも検討できるようになります（「ERMの効
率性の向上」のセクションを参照）。

三つの防衛線モデルを改定したか、または再評価を計画して
いる金融機関のうち、ビジネスユニットが引き受けたリスクを
管理するため、第一線（ビジネスユニット）のリスクマネジメ
ント責務を増やしたか、または増やすことを計画しているとの
回答は56％に上りました。また58％は、第二の防衛線（リスク
マネジメント部門）の責務を増やしたと回答しました。ここか
らは、回答企業の多くでリスクマネジメント部門に対する期
待が引き続き高まっていることが分かります。内部監査につ
いては役割が広く理解されており、調査でも三つの防衛線モ
デルに変更を加えている金融機関のうち第三の防衛線の責
務を変更した企業はほとんどなく、その責務を増やしたと答
えた回答者は23％に留まりました。

他に重要なガバナンス上の判断としては、各リスクタイプ
（「縦軸（stripe）」）に対する責任をどのように割り当てるかが
あります。金融機関は各リスクタイプについて、監督責任を分
散させるのではなく、経営幹部一人に全社的な監督責任を
負わせるべきかどうかを判断する必要があります。市場リス
ク（86％）、流動性リスク（85％）、規制／コンプライアンスリス
ク（80％）、信用リスク（79％）など、一部の重要なリスクタイ
プについては、一人が監督責任を負う体制が一般的となって
います。また、情報セキュリティリスク（85％）やサイバーセ
キュリティリスク（82％）など他のリスクタイプについても、一
人が監督責任を負う体制を取っているとの回答が大半を占
めました。リスクタイプのうち、一人が監督責任を負う体制に
なっていないことが比較的多かったものには、戦略リスク

（43％）、風評リスク（38％）、コンダクト・企業文化リスク
（33％）が挙げられます。

図8
ERMプログラムを導入している企業の割合

出所：デロイトの分析

「リスク管理における第一線の最大の課題は、ビ
ジネスユニットが引き受けているリスクに対して明
確に責任を負っているかどうかを確認し、リスクに
関する課題に精通できるよう訓練することです」

― 大手多国籍銀行の最高リスク責任者

RMプログラムは、規律あるプロセスを実施する
ことによって企業が直面しているリスクを特定
し管理することを目的として設計されています。

全社的なERMプログラムがあれば、すべての重要なリスク
の特定、様々な事業部門や地域市場に存在するリスクの相
互依存性の評価、明確な説明責任の割り当て、組織のリス
クアペタイトに見合ったリスクテイクの徹底に役立ちます。
規制当局はERMプログラムの導入を期待しており、金融機
関には、事業戦略の策定やビジネス上の意思決定の際は
ERMプログラムによって生成された知見を適用することが
期待されています。調査を重ねる中でERMプログラムは着
実に浸透してきており、ERMプログラムを導入している企業
は83％と、前回の73％から上昇しました（図8）。ERMプログ
ラムの導入は米国／カナダでより一般的であり（92％）、欧
州（75％）、アジア太平洋地域（79％）を上回りました。ここ
からは、米国／カナダではほぼ全社でERMプログラムが導
入されている一方で、欧州やアジア太平洋地域では導入拡
大に向けていくらかの余地が残っていることが分かります。

エンタープライズリスクマネジメント（ERM）

E 加えて、回答者の9％は現在ERMプログラムの導入を進め
ていると答え、また4％はプログラムの策定を計画している
と回答しました。ERMプログラム策定の計画はないと答え
た企業は4％に留まりました。

ERMにおける優先事項

ERMプログラムには、取締役会及び取締役会内のリスク委
員会によるレビューおよび承認を経た明確な枠組みと方
針を備えるべきですが、これは実務として広く実施されて
います。ERMの枠組み／ERM方針を取締役会または適切
な取締役会内の委員会が承認しているとの回答は84％に
上りました。時間の経過とともにERMプログラムが成熟す
るにつれ、このアプローチを採用する金融機関は増えると
予想されます。
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主要なリスクタイプについては一人が責任を負う体制に向
かう傾向が広く見られます。一人が責任を負う体制を取って
いるとの回答が増えたのは、市場リスク（75％から86％に上
昇）、サイバーセキュリティリスク（67％から82％に上昇）、オ
ペレーショナルリスク（67％から76％に上昇）、保険リスク

（56％から68％に上昇）、第三者リスク（44％から54％に上
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全社的な統制・検証部門

リスクマネジメントを効果的に行うには、リスクと統制の枠
組みの中に効果的な全社的統制検証機能がなければなり
ません。調査からは、組織内のどこにこの機能を持たせるか
について各機関で様々なアプローチが取られていることが
分かりました。最も多かったのは、内部監査部門が実施

（25％）、一元的な統制検証機能を第二の防衛線に組み込
む（22％）、第二の防衛線であるリスクチームに組み込む
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あることに気づきつつあります。これによってスケールメリッ
トを享受し、先端技術をより効果的に配備できるようになり
ます。さらなるコスト削減の達成に向けてCOEをより低コス
トの地域に置くことも検討できるようになります（「ERMの効
率性の向上」のセクションを参照）。

三つの防衛線モデルを改定したか、または再評価を計画して
いる金融機関のうち、ビジネスユニットが引き受けたリスクを
管理するため、第一線（ビジネスユニット）のリスクマネジメ
ント責務を増やしたか、または増やすことを計画しているとの
回答は56％に上りました。また58％は、第二の防衛線（リスク
マネジメント部門）の責務を増やしたと回答しました。ここか
らは、回答企業の多くでリスクマネジメント部門に対する期
待が引き続き高まっていることが分かります。内部監査につ
いては役割が広く理解されており、調査でも三つの防衛線モ
デルに変更を加えている金融機関のうち第三の防衛線の責
務を変更した企業はほとんどなく、その責務を増やしたと答
えた回答者は23％に留まりました。

他に重要なガバナンス上の判断としては、各リスクタイプ
（「縦軸（stripe）」）に対する責任をどのように割り当てるかが
あります。金融機関は各リスクタイプについて、監督責任を分
散させるのではなく、経営幹部一人に全社的な監督責任を
負わせるべきかどうかを判断する必要があります。市場リス
ク（86％）、流動性リスク（85％）、規制／コンプライアンスリス
ク（80％）、信用リスク（79％）など、一部の重要なリスクタイ
プについては、一人が監督責任を負う体制が一般的となって
います。また、情報セキュリティリスク（85％）やサイバーセ
キュリティリスク（82％）など他のリスクタイプについても、一
人が監督責任を負う体制を取っているとの回答が大半を占
めました。リスクタイプのうち、一人が監督責任を負う体制に
なっていないことが比較的多かったものには、戦略リスク

（43％）、風評リスク（38％）、コンダクト・企業文化リスク
（33％）が挙げられます。
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― 大手多国籍銀行の最高リスク責任者

RMプログラムは、規律あるプロセスを実施する
ことによって企業が直面しているリスクを特定
し管理することを目的として設計されています。

全社的なERMプログラムがあれば、すべての重要なリスク
の特定、様々な事業部門や地域市場に存在するリスクの相
互依存性の評価、明確な説明責任の割り当て、組織のリス
クアペタイトに見合ったリスクテイクの徹底に役立ちます。
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関には、事業戦略の策定やビジネス上の意思決定の際は
ERMプログラムによって生成された知見を適用することが
期待されています。調査を重ねる中でERMプログラムは着
実に浸透してきており、ERMプログラムを導入している企業
は83％と、前回の73％から上昇しました（図8）。ERMプログ
ラムの導入は米国／カナダでより一般的であり（92％）、欧
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入されている一方で、欧州やアジア太平洋地域では導入拡
大に向けていくらかの余地が残っていることが分かります。
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ていると答え、また4％はプログラムの策定を計画している
と回答しました。ERMプログラム策定の計画はないと答え
た企業は4％に留まりました。
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います。ERMの枠組み／ERM方針を取締役会または適切
な取締役会内の委員会が承認しているとの回答は84％に
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ス・オートメーション（RPA）やコグニティブアナリティクスな
ど、最新のテクノロジーの力を引き出すことに注力しており、
それにはこれらのツールを動かすことのできる現代的なリ
スクテクノロジーインフラや高品質のデータへの迅速なア
クセスが必要になるでしょう。

今後2年間で各企業がリスクマネジメントプログラムに関し
て優先させるべき事項についての回答は多岐にわたりまし
た（図9）。その筆頭に挙がったのは、リスクデータの品質、可
用性、迅速性の向上（79％）と、リスク情報システムと技術イ
ンフラの強化（68％）でした。金融機関はロボティック・プロセ

図9

数値は、「優先順位が極めて高い」または「非常に高い」と回答を合算した企業の割合

貴社は向こう2年間のリスクマネジメントにおいて、以下の各項目をどの程度、優先させますか？

出所：デロイトの分析
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三つの防衛線モデルとリスクの整合性の見直し

報酬・インセンティブのリスクマネジメントとの整合

正式なコンダクト・企業文化プログラムの確立

リスクマネジメントにおける取締役会の役割と関与の強化

リスクマネジメントにおける
最高責任者レベルの幹部の役割と関与の強化

適切な予算と経営資源の確保

リスクマネジメントにおける上級管理職の役割と関与の強化

機敏な手法の採用

必要なリスクマネジメントスキルを備えた
ビジネスユニット専門要員の採用と離職防止

リスクマネジメントプログラムの効率性の向上

必要なスキルを備えた
リスクマネジメント専門要員の採用と離職防止

資本と流動性の戦略的な管理

リスクカルチャーの全社的な確立と定着

戦略リスクへの注目度の高まり

新しいリスクとエマージングリスクの特定と管理

リスクマネジメント担当部署と他の部署との間の連携

リスクマネジメント能力の強化

規制上の要件と期待の増加への対応

ビジネスユニットとリスクマネジメント担当部署間の連携

リスク情報システムと技術インフラの強化

リスクデータの品質、可用性、迅速性の向上

その他、回答者のおおむね半数以上が「優先順位が極めて
高い」または「非常に高い」と回答した課題は、エマージング
リスクの管理、戦略リスクの管理、資本と流動性の管理、効
率性の向上、必要なスキルを備えたリスクマネジメント専門
要員の採用と離職防止などでした。

ERMの効率性の向上

金融危機以降、リスクマネジメント予算は大幅に増えており、
回答者の53％はリスクマネジメントプログラムの効率性の
向上を「優先順位が極めて高い」または「非常に高い」課題に
挙げました。今後2年間で自社のリスクマネジメントの年間費

用は増加すると予想する回答者は56％
に上りましたが、予算の増加ペースは
緩やかになっているように見受けられ
ます。2年間で10％以上増加すると予
測する回答は28％で、前回の44％から
は大幅に低下しました。

また、金融機関は効率性向上に向け、
別の達成手段の採用に動いています。
リスクマネジメントの14領域において
利用している別の達成手段について
尋ねたところ、圧倒的に多かったのが

センターオブエクセレンス（COE）で、14領域の平均で70％
となりました。この利用が最も多かった領域は、リスク方針
（86％）、ERM（82％）、リスク報告（77％）でした。

三つの防衛線モデルが直面している課題については、第一
の防衛線（ビジネスユニット）が適切な役割を果たし、リスク
マネジメント担当部署との連携を進めるようにすることが
優先課題であるとの回答を得ました。ビジネスユニットとリ
スクマネジメント担当部署間の連携を「優先順位が極めて
高い」または「非常に高い」課題として挙げた回答者は66％
に上り、優先順位の3位に入りました。ビジネスユニットとリ
スクマネジメント担当部署との間で責任を明確に線引きし、
密接に連携することは、三つの防衛線によるガバナンスモ
デルの効果的な実施にとって不可欠であり、多くの金融機
関の課題となっています（「『三つの防衛線』によるリスクガ
バナンスモデル」のセクションを参照）。三つの防衛線モデル

とリスクの整合性の見直しを最優先課題に挙げた回答者
は13％に留まりましたが、三つの防衛線モデルにおける第
一の防衛線の役割に対して明確な責任を設定することが多
くの金融機関にとっての主な目標であることは明らかです。

規制上の要件と期待の増加への対応は4位となり、61％が
「優先順位が極めて高い」または「非常に高い」と回答しま
した。前回の67％からはいくぶん低下しており、規制改革の
ペースが緩やかになっていることが反映されています。

規制当局はERMプログラムの導入を
期待しており、事業戦略の策定やビジネス上の
意思決定の際はERMプログラムによって
生成された知見を適用することが
期待されています。
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ス・オートメーション（RPA）やコグニティブアナリティクスな
ど、最新のテクノロジーの力を引き出すことに注力しており、
それにはこれらのツールを動かすことのできる現代的なリ
スクテクノロジーインフラや高品質のデータへの迅速なア
クセスが必要になるでしょう。

今後2年間で各企業がリスクマネジメントプログラムに関し
て優先させるべき事項についての回答は多岐にわたりまし
た（図9）。その筆頭に挙がったのは、リスクデータの品質、可
用性、迅速性の向上（79％）と、リスク情報システムと技術イ
ンフラの強化（68％）でした。金融機関はロボティック・プロセ

図9

数値は、「優先順位が極めて高い」または「非常に高い」と回答を合算した企業の割合

貴社は向こう2年間のリスクマネジメントにおいて、以下の各項目をどの程度、優先させますか？

出所：デロイトの分析
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率性の向上、必要なスキルを備えたリスクマネジメント専門
要員の採用と離職防止などでした。

ERMの効率性の向上

金融危機以降、リスクマネジメント予算は大幅に増えており、
回答者の53％はリスクマネジメントプログラムの効率性の
向上を「優先順位が極めて高い」または「非常に高い」課題に
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に上りましたが、予算の増加ペースは
緩やかになっているように見受けられ
ます。2年間で10％以上増加すると予
測する回答は28％で、前回の44％から
は大幅に低下しました。

また、金融機関は効率性向上に向け、
別の達成手段の採用に動いています。
リスクマネジメントの14領域において
利用している別の達成手段について
尋ねたところ、圧倒的に多かったのが

センターオブエクセレンス（COE）で、14領域の平均で70％
となりました。この利用が最も多かった領域は、リスク方針
（86％）、ERM（82％）、リスク報告（77％）でした。

三つの防衛線モデルが直面している課題については、第一
の防衛線（ビジネスユニット）が適切な役割を果たし、リスク
マネジメント担当部署との連携を進めるようにすることが
優先課題であるとの回答を得ました。ビジネスユニットとリ
スクマネジメント担当部署間の連携を「優先順位が極めて
高い」または「非常に高い」課題として挙げた回答者は66％
に上り、優先順位の3位に入りました。ビジネスユニットとリ
スクマネジメント担当部署との間で責任を明確に線引きし、
密接に連携することは、三つの防衛線によるガバナンスモ
デルの効果的な実施にとって不可欠であり、多くの金融機
関の課題となっています（「『三つの防衛線』によるリスクガ
バナンスモデル」のセクションを参照）。三つの防衛線モデル

とリスクの整合性の見直しを最優先課題に挙げた回答者
は13％に留まりましたが、三つの防衛線モデルにおける第
一の防衛線の役割に対して明確な責任を設定することが多
くの金融機関にとっての主な目標であることは明らかです。

規制上の要件と期待の増加への対応は4位となり、61％が
「優先順位が極めて高い」または「非常に高い」と回答しま
した。前回の67％からはいくぶん低下しており、規制改革の
ペースが緩やかになっていることが反映されています。

規制当局はERMプログラムの導入を
期待しており、事業戦略の策定やビジネス上の
意思決定の際はERMプログラムによって
生成された知見を適用することが
期待されています。
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リスクマネジメント刷新プログラムにおける具体的な課題
の優先度について尋ねたところ、「優先順位が極めて高い」
または「非常に高い」課題として最も多く挙がったのは、リス
クマネジメントを戦略に織り込むこと（61％）でした。上級幹
部がリスクテイクの影響を明確に検討することなく戦略目
標を立て、リスクマネジメント部門は戦略的意思決定後に
初めて関与し、引き受けたリスクを単に管理するのみという
金融機関もあります。しかし、事業戦略策定において主に検
討されるべきは、リスクアペタイトとリスクテイクです。

この他、リスクマネジメント刷新プログラムにおいて約半数
の回答者が「優先順位が極めて高い」または「非常に高い」
と答えた課題には、コンダクトリスクやリスクカルチャーへ
の注力（53％）があります。これは規制当局が注目している
領域であり、数量化や管理が難しい課題でもあります。

また、同じ質問に対して48％の回答者は、最新テクノロジー
の活用を挙げました。金融機関はRPA、コグニティブアナリ
ティクス、クラウドコンピューティングなどの新テクノロジー
の適用によるリスクの枠組みの現代化を検討しています
が、それらをすでに利用している金融機関は半分にも満た
ない状況です。これらのツールを使えば、現在は手作業で行
われているタスクを自動化することにより、リスクマネジメ
ントプログラムの効率性を高めることができます。同時に、
エラーを減らし、潜在的なリスクイベントを特定することに
より、リスクマネジメントの有効性を高めることが可能です
（「リスクマネジメント情報システムおよびテクノロジー」の
セクションを参照）。「優先順位が極めて高い」または「非常
に高い」課題に三つの防衛線によるリスクガバナンスモデル
の見直しを挙げた回答者は24％でした。前述の通り、回答
者の42％は三つの防衛線によるガバナンスモデルを改定し
たか、または改定を計画しているとも答えています。三つの
防衛線モデルの利用は広く浸透していますが、多くの金融
機関が現在のアプローチを見直し、強化する必要があると
考えています。

COEには大きなメリットがありますが、それはほんの第一段
階にすぎません。しかし、COEの先にまで手を伸ばしている
金融機関は比較的少ないようで、ニアショアリング（25％）、
オフショアリング（6％）となりました。ニアショアリングが多
く挙がった項目は、統制の検証（35％）、リスクデータ
（30％）、リスクテクノロジー（30％）、与信（30％）でした。オ
フショアリングはリスクテクノロジー（11％）で最も多く利用
されています。

アウトソーシングの採用は様々なリスクマネジメント領域に
おいて平均6％に留まりました。最も多かった領域は、追加
の専門性や対応力が多く求められる、モデルの検証（19％）、
リスクテクノロジー（15％）、モデル開発（13％）でした。

新テクノロジーを活用し、手作業によるリスクマネジメント
プロセスを自動化することへの関心はまだ初期段階にあり、
数々の機会が残されています。リスクマネジメントの自動化
の可能性は長く議論されていますが、今のところは話題性
のほうが現実を上回っています。現在RPAを活用している回
答企業は29％に留まり、その中で自動化が進んでいるの
は、リスクデータ（25％）、リスク報告（21％）、規制報告

（20％）でした。金融機関がリスクマネジメントプログラムの
より多くの側面を自動化する機会はまだ相当に残されてい
ます（「リスクマネジメント情報システムおよびテクノロ
ジー」のセクションを参照）。

リスクマネジメントの再構築

不安定なリスクマネジメント環境を受け、多くの金融機関は
効率性と有効性の両方を高めるべく、プログラムの再構築
や刷新に取り組んでいます40。リスクマネジメントプログラム
の刷新／更新を最近終えたか、または取り組み中であると
の回答は70％に上り、さらに12％はその計画があると答え
ました（リスクマネジメント刷新の取り組みを促している課
題に関するデロイトの見解については、補足記事「リスクマ
ネジメントの将来」を参照）。

リスクマネジメントの将来

世界経済や規制要件はますます不安定、不確実になっており、リスクマネジメントには新しい複雑な課題が生じ
ています。バーゼルIIIなどのグローバルな規則が各法域で実施されるのに伴い、また大幅な修正適用の可能性
もあることを受け、規制要件は多くの領域で依然不透明です。中国における景気減速と債務水準の高まり、英国
の欧州連合（EU）離脱、米国、中国、EUその他の法域間で続く貿易交渉を受け、地政学リスクが高まっています。

同時にリスク環境も変化しつつあります。財務リスクが残存する一方で、複雑で数量化や管理が難しいこともあ
るノン・ファイナンシャル・リスク（サイバーセキュリティリスク、コンダクト・企業文化リスク、モデルリスク、第三者
リスクなど）の重要性が高まっています。

この新しい環境のもと、金融機関には従来のアプローチを見直し、リスクマネジメント部門の有効性や効率性を
新しい段階に引き上げることが求められます。新アプローチにおける主なテーマは、リスクマネジメントの役割を
受動的なものから先制的なものに変えることです。リスクマネジメントアプローチを再評価し、リスクマネジメン
ト部門の現代化に向けたステップを講じることによって新しい環境に対応しようとする際は、変革を推進する以
下の四つの対策を実施すべきです。

•リスクマネジメントを戦略に織り込む：リスクマネジメント部門は引き受けたリスクを単に事後に管理するので
はなく、戦略的プランや戦略目標の策定のほか、新製品や市場が資本や流動性ポジションを含むリスクプロファ
イルに与える影響の評価に積極的に参加すべきです。

•人材の重視：高リスクかつ複雑な活動を管理するスキルを持つ十分な数の専門家を確保する必要があります。
これには、サイバーセキュリティリスクやコンダクトリスクなど、重要性が高まっているノン・ファイナンシャル・リ
スクへの対応が含まれます。組織全体で従業員を巻き込むには、従業員の倫理的な行動、建設的な検証／反論、
適切なインセンティブ、そして透明性を促進するリスク意識の高い企業風土を醸成する積極的なプログラムが必
要です。

•三つの防衛線の強化：三つの防衛線モデルを再検討することにより、各防衛線のリスクマネジメント責任を明確
に定義し、責任の重複を排除し、ビジネスユニットが担当領域のリスクに対する責任を完全に負えるようにしな
ければなりません。

•最新テクノロジーの活用：コグニティブアナリティクス、機械学習、自然言語処理、ビッグデータといった最新のテ
クノロジーには、リスクマネジメントを抜本的に変革する潜在力があります。これらのテクノロジーには、自動化
によるコスト削減に加え、プロセスに統制を直接組み込む、検証や監視対象の優先順位を決定する、潜在するリ
スクイベントをリアルタイムで特定するなどの新しい対応力を提供して予防措置の実施を可能にすることにより、
リスクマネジメント全体の有効性を高めることもできます。

新しいリスクマネジメント環境や金融機関はどう対応すべきかについては、
デロイトのレポート「The future of risk in financial services」をご覧ください。
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リスクマネジメント刷新プログラムにおける具体的な課題
の優先度について尋ねたところ、「優先順位が極めて高い」
または「非常に高い」課題として最も多く挙がったのは、リス
クマネジメントを戦略に織り込むこと（61％）でした。上級幹
部がリスクテイクの影響を明確に検討することなく戦略目
標を立て、リスクマネジメント部門は戦略的意思決定後に
初めて関与し、引き受けたリスクを単に管理するのみという
金融機関もあります。しかし、事業戦略策定において主に検
討されるべきは、リスクアペタイトとリスクテイクです。

この他、リスクマネジメント刷新プログラムにおいて約半数
の回答者が「優先順位が極めて高い」または「非常に高い」
と答えた課題には、コンダクトリスクやリスクカルチャーへ
の注力（53％）があります。これは規制当局が注目している
領域であり、数量化や管理が難しい課題でもあります。

また、同じ質問に対して48％の回答者は、最新テクノロジー
の活用を挙げました。金融機関はRPA、コグニティブアナリ
ティクス、クラウドコンピューティングなどの新テクノロジー
の適用によるリスクの枠組みの現代化を検討しています
が、それらをすでに利用している金融機関は半分にも満た
ない状況です。これらのツールを使えば、現在は手作業で行
われているタスクを自動化することにより、リスクマネジメ
ントプログラムの効率性を高めることができます。同時に、
エラーを減らし、潜在的なリスクイベントを特定することに
より、リスクマネジメントの有効性を高めることが可能です
（「リスクマネジメント情報システムおよびテクノロジー」の
セクションを参照）。「優先順位が極めて高い」または「非常
に高い」課題に三つの防衛線によるリスクガバナンスモデル
の見直しを挙げた回答者は24％でした。前述の通り、回答
者の42％は三つの防衛線によるガバナンスモデルを改定し
たか、または改定を計画しているとも答えています。三つの
防衛線モデルの利用は広く浸透していますが、多くの金融
機関が現在のアプローチを見直し、強化する必要があると
考えています。

COEには大きなメリットがありますが、それはほんの第一段
階にすぎません。しかし、COEの先にまで手を伸ばしている
金融機関は比較的少ないようで、ニアショアリング（25％）、
オフショアリング（6％）となりました。ニアショアリングが多
く挙がった項目は、統制の検証（35％）、リスクデータ
（30％）、リスクテクノロジー（30％）、与信（30％）でした。オ
フショアリングはリスクテクノロジー（11％）で最も多く利用
されています。

アウトソーシングの採用は様々なリスクマネジメント領域に
おいて平均6％に留まりました。最も多かった領域は、追加
の専門性や対応力が多く求められる、モデルの検証（19％）、
リスクテクノロジー（15％）、モデル開発（13％）でした。

新テクノロジーを活用し、手作業によるリスクマネジメント
プロセスを自動化することへの関心はまだ初期段階にあり、
数々の機会が残されています。リスクマネジメントの自動化
の可能性は長く議論されていますが、今のところは話題性
のほうが現実を上回っています。現在RPAを活用している回
答企業は29％に留まり、その中で自動化が進んでいるの
は、リスクデータ（25％）、リスク報告（21％）、規制報告

（20％）でした。金融機関がリスクマネジメントプログラムの
より多くの側面を自動化する機会はまだ相当に残されてい
ます（「リスクマネジメント情報システムおよびテクノロ
ジー」のセクションを参照）。

リスクマネジメントの再構築

不安定なリスクマネジメント環境を受け、多くの金融機関は
効率性と有効性の両方を高めるべく、プログラムの再構築
や刷新に取り組んでいます40。リスクマネジメントプログラム
の刷新／更新を最近終えたか、または取り組み中であると
の回答は70％に上り、さらに12％はその計画があると答え
ました（リスクマネジメント刷新の取り組みを促している課
題に関するデロイトの見解については、補足記事「リスクマ
ネジメントの将来」を参照）。

リスクマネジメントの将来

世界経済や規制要件はますます不安定、不確実になっており、リスクマネジメントには新しい複雑な課題が生じ
ています。バーゼルIIIなどのグローバルな規則が各法域で実施されるのに伴い、また大幅な修正適用の可能性
もあることを受け、規制要件は多くの領域で依然不透明です。中国における景気減速と債務水準の高まり、英国
の欧州連合（EU）離脱、米国、中国、EUその他の法域間で続く貿易交渉を受け、地政学リスクが高まっています。

同時にリスク環境も変化しつつあります。財務リスクが残存する一方で、複雑で数量化や管理が難しいこともあ
るノン・ファイナンシャル・リスク（サイバーセキュリティリスク、コンダクト・企業文化リスク、モデルリスク、第三者
リスクなど）の重要性が高まっています。

この新しい環境のもと、金融機関には従来のアプローチを見直し、リスクマネジメント部門の有効性や効率性を
新しい段階に引き上げることが求められます。新アプローチにおける主なテーマは、リスクマネジメントの役割を
受動的なものから先制的なものに変えることです。リスクマネジメントアプローチを再評価し、リスクマネジメン
ト部門の現代化に向けたステップを講じることによって新しい環境に対応しようとする際は、変革を推進する以
下の四つの対策を実施すべきです。

•リスクマネジメントを戦略に織り込む：リスクマネジメント部門は引き受けたリスクを単に事後に管理するので
はなく、戦略的プランや戦略目標の策定のほか、新製品や市場が資本や流動性ポジションを含むリスクプロファ
イルに与える影響の評価に積極的に参加すべきです。

•人材の重視：高リスクかつ複雑な活動を管理するスキルを持つ十分な数の専門家を確保する必要があります。
これには、サイバーセキュリティリスクやコンダクトリスクなど、重要性が高まっているノン・ファイナンシャル・リ
スクへの対応が含まれます。組織全体で従業員を巻き込むには、従業員の倫理的な行動、建設的な検証／反論、
適切なインセンティブ、そして透明性を促進するリスク意識の高い企業風土を醸成する積極的なプログラムが必
要です。

•三つの防衛線の強化：三つの防衛線モデルを再検討することにより、各防衛線のリスクマネジメント責任を明確
に定義し、責任の重複を排除し、ビジネスユニットが担当領域のリスクに対する責任を完全に負えるようにしな
ければなりません。

•最新テクノロジーの活用：コグニティブアナリティクス、機械学習、自然言語処理、ビッグデータといった最新のテ
クノロジーには、リスクマネジメントを抜本的に変革する潜在力があります。これらのテクノロジーには、自動化
によるコスト削減に加え、プロセスに統制を直接組み込む、検証や監視対象の優先順位を決定する、潜在するリ
スクイベントをリアルタイムで特定するなどの新しい対応力を提供して予防措置の実施を可能にすることにより、
リスクマネジメント全体の有効性を高めることもできます。

新しいリスクマネジメント環境や金融機関はどう対応すべきかについては、
デロイトのレポート「The future of risk in financial services」をご覧ください。
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したが、資本の配分において経済資本が引き続き広く使わ
れていることが分かります。この低下は、ストレステストの利
用が増えていることが原因であると考えられます。それ以外
の経済資本の活用用途で多かったものとしては、リスク
ベースの収益性分析支援（61％）、戦略的意思決定（61％）、

リスクベースのプライシング（60％）
が挙げられます。

金融危機の発生を受け、経済資本は
期待通りの成果を上げていないと批
判されてきました。元々は当時採用さ
れていた自己資本規制よりも高度な
手法として導入されましたが、それ以
降、包括的資本分析およびレビュー

（CCAR）をはじめとするストレス下に
おける資本規制など、自己資本規制
が大幅に高度化し、金融機関は財務

レジリエンスの評価や、他事業への資本配分においてスト
レステストにますます依拠するようになっています。

経済資本

調査に参加した金融機関は例外なく経済資本を
算定しています。これはリスク調整後の業績を
評価し、資本を配分するために用いる手段です。

財務リスクタイプに対して経済資本を算定している金融機
関が多く、市場リスク（87％）、信用リスク（87％）、オペレー
ショナルリスク（74％）となりました

（図10）。ノン・ファイナンシャル・リスク
タイプに対して経済資本を算定して
いる企業は大幅に少なくなり、風評リ
スク（22％）、モデルリスク（17％）、サ
イバーセキュリティリスク（16％）、コ
ンダクト・企業文化リスク（6％）となり
ました。ノン・ファイナンシャル・リスク
を管理するためのリスクマネジメント
アプローチはいまだ開発途上で、必
要なデータへのアクセスが困難であ
るという課題に直面しており、数量化
が難しくなっています。

経済資本の活用用途を尋ねたところ、特に多かったのは経
済資本の評価／配分（67％）で、前回の76％からは低下しま

金融危機の発生を
受け、経済資本は
期待通りの成果を
上げていないと批判
されてきました。

図10
貴社では、以下のどのリスクタイプについて、経済資本を算定していますか？

*保険サービスを提供している企業のみを対象としています。
出所：デロイトの分析
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資本ストレステスト

制当局は金融機関の資本が十分かどうかを判
断するに当たり、ストレステストに一層依拠する
ようになっています。世界中の規制当局が金融

機関に対して資本ストレステストの実施を義務付けており、
これには米連邦準備制度理事会（FRB）、イングランド銀行、
欧州銀行監督局（EBA）、欧州保険・年金監督機構（EIOPA）、
日本の金融庁、オーストラリア健全性規制庁（APRA）などが
含まれます。

欧州では、これまでのストレステストが十分に厳格ではな
かったとの批判を受け、要件が増やされています。EBAは
2018年1月に、欧州連合（EU）域内の主要48行を対象とした
ストレステストシナリオを発表しました。それには、2020年
までに経済規模が8％縮小し、住宅価格が27.7％下落する
大幅な景気後退シナリオも含まれています41。

米国では2018年にドッド・フランク法が改正され、中小規模
の金融機関に対するストレステストの義務付けは過剰であ
るとの結論から、総資産が2,500億米ドル未満の銀行に対し
てはストレステストの実施義務が解除されました42。

資本ストレステストを活用しているとの回答は90％に上り、
前回の83％を上回りました。資本ストレステストの活用は広
く浸透しており、大規模金融機関で97％、中規模金融機関
で93％でしたが、小規模金融機関ではそこまで浸透しては
おらず、71％となりました。

ストレステスト

規
ストレステストを活用している金融機関のうち、活用方法と
して90％超の回答者から挙げられたのは、自社のリスクプ
ロファイルの把握（99％）、取締役会への報告（97％）、上級
幹部への報告（97％）でした43。規制要件への対応が資本ス
トレステストを活用する主な要因となっており、ストレステス
トの使用目的としてほぼすべての回答者から挙げられたの
は、規制要件および期待事項の充足（95％、広範に活用して
いるとの回答は63％）、自己資本比率の十分性の評価

（95％、広範に活用しているとの回答は61％）でした（図11）。

金融サービス企業は自己資本の適切性の評価において、ス
トレステストに一層依拠するようになっています。多くの領域
で資本ストレステストを広範に活用していると答えた金融
機関が前回よりも大幅に増えており、その用途としては、取
締役会への報告（46％から64％に上昇）、上級幹部への報
告（49％から61％に上昇）、リスクに係る資本キャパシティ
要件の定義／更新（24％から47％に上昇）、戦略および事
業計画の策定（26％から38％に上昇）などがあります。

戦略および事業計画の策定に資本ストレステストを活用し
ているという回答は87％だったのに対し、同じ目的で経済
資本を活用しているとの回答は61％に留まっており、経済
資本の算定よりも資本ストレステストの重要性が高まってい
ることが表れています。一方で、商品の価格設定では資本ス
トレステストよりも経済資本の活用のほうが多く（資本スト
レステストの51％に対して経済資本は61％）、特定の適用
方法においてはストレステストよりも経済資本のほうが依
然扱いやすいことが示唆されています。

ストレステスト要件の多くには、定量的要件と定性的要件の
両方が含まれています。ストレス下でも所要自己資本の水
準を上回る十分な資本があることを示す際に定量的手法
が用いられるのに加え、優れた内部統制、方針と手順の文
書、質の高いデータへのアクセス、堅固なITインフラを備え
た強固なリスクマネジメントプログラムを整備していること
を示す定性的要件を満たすことも求められています。

金融サービス企業は自己資本の
適切性の評価において、
ストレステストに一層依拠する
ようになっています。

図11
貴社では、資本ストレステストの結果を以下の各用途でどの程度活用していますか？

注：四捨五入しているため、各数値を合算しても合計値と異なる場合があります。 
出所：デロイトの分析
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両方が含まれています。ストレス下でも所要自己資本の水
準を上回る十分な資本があることを示す際に定量的手法
が用いられるのに加え、優れた内部統制、方針と手順の文
書、質の高いデータへのアクセス、堅固なITインフラを備え
た強固なリスクマネジメントプログラムを整備していること
を示す定性的要件を満たすことも求められています。

金融サービス企業は自己資本の
適切性の評価において、
ストレステストに一層依拠する
ようになっています。

図11
貴社では、資本ストレステストの結果を以下の各用途でどの程度活用していますか？

注：四捨五入しているため、各数値を合算しても合計値と異なる場合があります。 
出所：デロイトの分析
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流動性ストレステスト

規制当局は資本ストレステスト重視の姿勢と並行して、流
動性ストレステストの重要性にも着目するようになっていま
す。金融危機では流動性リスクが重要な課題となり、バーゼ
ルI I I に流 動 性カバレッジ比 率（LC R）と安 定 調 達 比 率

（NSFR）が盛り込まれることによって規制上重視されるよう
になりました。他の規制当局も流動性ストレステストに対し
て追加要件を設定しており、これにはFRBが公表する監督
規制レター（SRレター）10-6や、8年前に導入された金融取
引業規制機構（FINRA）通達10-57などがあります。この分野
は進展の途上にあり、金融機関はいまだ流動性ストレステ
ストの経験を積んでいる最中で、規制当局による期待もい
まだ形成されている過程にあります。

流動性ストレステストはすでに広範に導入されており、活用
している金融機関は前回の調査の82％から87％に増加し
ました。規制要件への対応として活用しているケースが最
も多く、実施割合が最も高かったのは銀行（96％）で、資産
運用会社（86％）や保険会社（76％）を上回りました。当然な
がら、大 規 模 金 融 機 関 での 導 入 がより一 般 的 であり

（94％）、中規模金融機関（86％）や小規模金融機関（76％）
を上回りました。

活用用途としては、流動性ストレステストを活用していると
答えた回答者のすべてが、上級幹部への報告や自社のリス
クプロファイルの把握を挙げました（図12）44。前回の調査と
比べると、複数の領域でより広範に活用されるようになって
おり、その用途は過剰流動性の適切性の評価（39％から
57％に上昇）、規制要件および期待事項の充足（52％から
65％に上昇）、流動性のリミットの設定（44％から56％に上
昇）となりました。

流動性ストレステストを再建計画発動の判断に使っている
との回答は51％に上りましたが、「広範に活用している」を
選んだ回答者は29％に留まりました。流動性ストレステスト
は再建計画策定において重要な役割を担うことができるた
め、今後はこの領域での活用が増えることが予想されます。

データ管理およびITへの対応力は特に難しい課題となる可
能性があります。資本ストレステストの実施には、さまざま
なビジネスユニットや職能部門からデータを集約しなけれ
ばなりません。資本ストレステストを実施するためのプラッ
トフォームも必要であり、通常は社内で構築されています。
市販のソリューションは必要とされる機能全体のうち特定
の要素に主として対応するものであるためです。

しかし、資本ストレステストにおいてデータへのアクセスや
ITプラットフォームが「極めて難しい」または「非常に難しい」
との回答は2年前よりも減っているため、金融機関はこれら
の領域における対応力を高めているように思われます。こ
れには、データ品質と資本ストレステストの算定管理（52％
から42％に低下）、資本ストレステストのITプラットフォーム

（例えば、グループのリスクプロファイルに合わせた様々な
シナリオをより頻繁にかつより詳細に実施する能力）（66％
から41％に低下）などがあります。

資本ストレステストにおいて「極めて難しい」または「非常に
難しい」とする回答が2年前よりも減った項目は他にもあり、
資本ストレステストの実施に当たり複数の職能部門や業務
間の調整が必要（例えば、リスク担当部門、財務、各ビジネス
ユニット、IT、モデルの開発と導入、モデルの検証）（48％から
29％に低下）、資本ストレステストで用いたモデルに対して正
式な検証手続きと文書化基準を適用すること（47％から
28％に低下）、規制で義務付けられているストレステストの一
環として、資本ストレステスト手法／モデルを開発し当局の
承認を得ること（44％から26％に低下）となりました。

さらに、調査結果からは資本ストレステストプロセスへの上
級幹部の関与が増えていることが示唆されており、資本スト
レステストの目標設定、シナリオの決定、手法と前提事項の
検証／反論において上級幹部や取締役会が積極的に関与
することを「極めて難しい」または「非常に難しい」とした回
答は前回の40％から14％にまで低下しました。

図12
貴社では、流動性ストレステストの結果を以下の各用途でどの程度活用していますか？

注：四捨五入しているため、各数値を合算しても合計値と異なる場合があります。 
出所：デロイトの分析
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流動性ストレステスト

規制当局は資本ストレステスト重視の姿勢と並行して、流
動性ストレステストの重要性にも着目するようになっていま
す。金融危機では流動性リスクが重要な課題となり、バーゼ
ルI I I に流 動 性カバレッジ比 率（LC R）と安 定 調 達 比 率

（NSFR）が盛り込まれることによって規制上重視されるよう
になりました。他の規制当局も流動性ストレステストに対し
て追加要件を設定しており、これにはFRBが公表する監督
規制レター（SRレター）10-6や、8年前に導入された金融取
引業規制機構（FINRA）通達10-57などがあります。この分野
は進展の途上にあり、金融機関はいまだ流動性ストレステ
ストの経験を積んでいる最中で、規制当局による期待もい
まだ形成されている過程にあります。

流動性ストレステストはすでに広範に導入されており、活用
している金融機関は前回の調査の82％から87％に増加し
ました。規制要件への対応として活用しているケースが最
も多く、実施割合が最も高かったのは銀行（96％）で、資産
運用会社（86％）や保険会社（76％）を上回りました。当然な
がら、大 規 模 金 融 機 関 での 導 入 がより一 般 的 であり

（94％）、中規模金融機関（86％）や小規模金融機関（76％）
を上回りました。

活用用途としては、流動性ストレステストを活用していると
答えた回答者のすべてが、上級幹部への報告や自社のリス
クプロファイルの把握を挙げました（図12）44。前回の調査と
比べると、複数の領域でより広範に活用されるようになって
おり、その用途は過剰流動性の適切性の評価（39％から
57％に上昇）、規制要件および期待事項の充足（52％から
65％に上昇）、流動性のリミットの設定（44％から56％に上
昇）となりました。

流動性ストレステストを再建計画発動の判断に使っている
との回答は51％に上りましたが、「広範に活用している」を
選んだ回答者は29％に留まりました。流動性ストレステスト
は再建計画策定において重要な役割を担うことができるた
め、今後はこの領域での活用が増えることが予想されます。

データ管理およびITへの対応力は特に難しい課題となる可
能性があります。資本ストレステストの実施には、さまざま
なビジネスユニットや職能部門からデータを集約しなけれ
ばなりません。資本ストレステストを実施するためのプラッ
トフォームも必要であり、通常は社内で構築されています。
市販のソリューションは必要とされる機能全体のうち特定
の要素に主として対応するものであるためです。

しかし、資本ストレステストにおいてデータへのアクセスや
ITプラットフォームが「極めて難しい」または「非常に難しい」
との回答は2年前よりも減っているため、金融機関はこれら
の領域における対応力を高めているように思われます。こ
れには、データ品質と資本ストレステストの算定管理（52％
から42％に低下）、資本ストレステストのITプラットフォーム

（例えば、グループのリスクプロファイルに合わせた様々な
シナリオをより頻繁にかつより詳細に実施する能力）（66％
から41％に低下）などがあります。

資本ストレステストにおいて「極めて難しい」または「非常に
難しい」とする回答が2年前よりも減った項目は他にもあり、
資本ストレステストの実施に当たり複数の職能部門や業務
間の調整が必要（例えば、リスク担当部門、財務、各ビジネス
ユニット、IT、モデルの開発と導入、モデルの検証）（48％から
29％に低下）、資本ストレステストで用いたモデルに対して正
式な検証手続きと文書化基準を適用すること（47％から
28％に低下）、規制で義務付けられているストレステストの一
環として、資本ストレステスト手法／モデルを開発し当局の
承認を得ること（44％から26％に低下）となりました。

さらに、調査結果からは資本ストレステストプロセスへの上
級幹部の関与が増えていることが示唆されており、資本スト
レステストの目標設定、シナリオの決定、手法と前提事項の
検証／反論において上級幹部や取締役会が積極的に関与
することを「極めて難しい」または「非常に難しい」とした回
答は前回の40％から14％にまで低下しました。

図12
貴社では、流動性ストレステストの結果を以下の各用途でどの程度活用していますか？

注：四捨五入しているため、各数値を合算しても合計値と異なる場合があります。 
出所：デロイトの分析
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ます。この点は、データ品質と資本ストレステストの算定管
理を「極めて難しい」または「非常に難しい」課題に挙げた
回答が42％だったのに対し、流動性ストレステストでは
30％だったことに反映されています。

両ストレステストに共通する課題は、必要なスキルを備えた
専門家の確保です。必要なスキルを備えたリスクマネジメン
ト専門要員の採用と離職防止は、「やや難しい」との回答も
含めれば、資本ストレステストでは78％（「極めて難しい」ま
たは「非常に難しい」とした28％を含む）、流動性ストレステ
ストでは71％（「極めて難しい」または「非常に難しい」とし
た22％を含む）となりました。

調査結果からは、流動性ストレステストへの抵抗感が薄れ
てきたことが示唆されており、複数の項目で「極めて難し
い」、または「非常に難しい」との回答が前回よりも減りまし
た。例を挙げると、流動性ストレステストのITプラットフォー
ム（45％から30％に低下）、流動性ストレステストの実施に
当たり複数の職能部門や業務間の調整が必要（31％から
19％に低下）、流動性ストレステストで用いたモデルに対し
て正式な検証手続きと文書化基準を適用すること（30％か
ら14％に低下）、流動性ストレステストの分析（例えば、シナ
リオ予測、損失算定、結果の集約など）（27％から16％に低
下）、流動性ストレステストの手法、プロセス、手続きの詳細
な文書化（25％から15％に低下）となっています。

流動性ストレステストは資本ストレステストと同じ領域で広
く活用されているものの、依拠している度合いは資本ストレ
ステストよりも低い傾向があります。例えば、取締役会への
報告に資本ストレステストを広範に活用しているとの回答
は64％でしたが、流動性ストレステストについては49％でし
た。同様に、自社のリスクプロファイルの把握を目的として
資本ストレステストを広範に活用していると答えた回答者
は50％だったのに対し、流動性ストレステストについては
39％に留まりました。規制当局からの期待を受け、金融機
関では今後、流動性リスクの監視を含め、流動性ストレステ
ストが重要な役割を担うようになるでしょう。

流動性ストレステストの活用における課題には、資本ストレ
ステストと同様の項目が並びました。資本ストレステストと
同様、流動性ストレステストの活用で「極めて難しい」または

「非常に難しい」との回答が最も多かったのはニつともデー
タとITインフラに関わるものであり、データ品質と流動性ス
トレステストの算定管理（30％）、流動性ストレステストのIT
プラットフォーム（例えば、グループのリスクプロファイルに
合わせた様々なシナリオをより頻繁にかつより詳細に実施
する能力）（30％）でした。

資本ストレステストでは、社内のより多くの領域からデータ
を集約しなければならないことが多いため、データへのア
クセスがより困難な場合がありますが、流動性ストレステス
トでは必要なデータが一元化されていることが多くなってい

ーゼル委員会は2017年末に、一部では「バーゼ
ルIV」と呼ばれてきた、バーゼルIIIの資本の最終
的な枠組みの改定で合意したと発表しました。

この改定では、信用リスク、オペレーショナルリスク、資本フ
ロアのリスクアセット（RWA）計測上の取り扱いに焦点が当
てられており、市場リスクに対する資本要件の改定（「トレー
ディング勘定の抜本的見直し」（FRTB））とともに実施される
見通しです45。バーゼル委員会によるFRTBの見直しに含ま
れる項目には、トレーディング勘定と銀行勘定に計上される
べき金融商品の明確化、データが不十分であるために適切
なモデル化が不可能なリスク要因に係る資本アドオンの導
入、標準的手法の改定により資産クラス全体にリスク感応
度を取り入れ、フロントオフィスにおける価格設定やモデル
と整合させること、ストレス下のリスク測定方法をバリュー
アットリスク（VaR）から期待ショートフォールに変更するこ
と、様々な流動性基準の導入などがあります。

この改定案では、内部モデルを用いる銀行間、そして内部モ
デルを用いる銀行と標準的手法を用いる銀行との間の資
本算出方法の一貫性や比較可能性を改善することにより、
バーゼル委員会の表現を借りれば、リスクアセット（RWA）
の「根拠がなく望ましくないばらつき」に対応することを主
な目的としています46。改定では、特定の自己資本比率の計
算における内部モデルの利用を制限し、銀行の内部モデル
で計測されたリスクアセットに最低ラインとなるアウトプッ
トフロアを設定して、最低でも標準的手法で計測されたリス
クアセットの72.5％にするよう定めています。

内部モデルは金融サービス企業の資本要件の算出に多く
用いられています。例えば欧州連合（EU）の銀行業界では、
規制上の自己資本の約半分が内部モデルで算出されてい
ます47。しかし、内部モデルは同じようなリスクでも金融機関

業界特集

バ によって結果が様々に異なることが確認されており、算出結
果の正確性が懸念されています。また、自己資本の適切性
に内部モデルを適用することは、金融機関に資本要件を引
き下げるモデルの開発を促す不適切なインセンティブにし
かならないことが懸念されています。

バーゼル委員会は2017年12月にバーゼルIIIパッケージの
最終合意に至りましたが、各法域での実施は依然として不
透明です。各国の規制当局は各法域に合わせた健全性規
制の修正適用にますます積極的になっており、規制内容が
地域によって異なれば、グローバル展開する銀行にとっては
課題が大きくなります。規制基準が相違すれば、グローバル
な銀行ではコストや複雑性が増すことになります。銀行は
今、世界中の各法域で最終的に採用される規則に合致して
いるのかどうかも分からないまま、自己資本モデルを設計
しようとしているからです。

ECBは2017年に、銀行が使用する内部モデルの信頼性や比
較 可 能 性 を評 価する「 内 部モデルのター ゲット審 査 」

（TRIM）プロジェクトに着手しました。この目的は、リスクア
セット計測モデル間の矛盾や根拠のないばらつきを減らす
ことです48。

EUでは「リスク低減パッケージ」（自己資本要求指令V／自
己資本要求規則II（CRD V／CRR II）を含む）についての協議
が行われていますが、市中協議の延長が必要になるかもし
れません。その場合、FRTBを含むバーゼルIIIの枠組みの実
施が遅れることになります。遅延以外にも、EUの立法機関
は重要な領域においてバーゼル基準の内容の改定に意欲
を見せており、一部では資本要件の大幅な低減が提案され
ています。
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ます。この点は、データ品質と資本ストレステストの算定管
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実施に向けた取り組みを進めているとの回答は39％でし
た。過半数の金融機関はいまだ実施の初期段階にあり、プ
ロジェクト計画やアプローチの策定を終えたか（24％）、ま
たは規制の影響を調査中（27％）となりました。米国／カナ
ダではこの領域においてより多くの活動が行われているよ
うであり、実施を進めているとの回答は欧州やアジアの金
融機関で30％だったのに対し、米国／カナダでは50％とな
りました。調査結果からは、多くの金融機関でFRTB導入に
向けた取り組みやペースを強化していく必要があることが
分かります。

リスクマネジメントのその他多くの側面と同様、FRTB市場リ
スク規制導入において「極めて難しい」または「非常に難し
い」課題として一二を争ったのは、テクノロジー／インフラ
（50％）とデータ管理（43％）でした（図13）。取り組みに向け
た適切な予算の確保も懸念されており、社内の経営資源、
能力および予算を「極めて難しい」または「非常に難しい」課
題として挙げた回答者は43％となりました。

アジア太平洋地域でも実施に遅れが見られます。日本は
バーゼル委員会によるカウンターパーティ信用リスクの計
測に係る標準的手法（SA-CCR）に関して意見を提出せず、
安定調達比率（NSFR）については予定されている2018年1
月1日の導入を見送ることを決めました。香港金融管理局

（HKMA）は、銀行勘定の金利リスク（IRRBB）に関する新基
準の実施スケジュールを2018年から2019年1月1日に先送
りしました。またオーストラリア、シンガポール、香港はそれ
ぞれ2017年中に、FRTBの実施を延期すると発表しました。

多くの法域で実施が困難になっていることを受け、バーゼル
委員会はFRTBの実施を2019年1月から2022年1月に延期
しました。これにより、銀行には必要とされる追加の機能や
テクノロジーへの投資機会が与えられたことになります。

多くの回答者が、FRTB規制の導入にはまだかなりの作業が
必要であると答えました。完全に、または大部分においてす
でにFRTBを遵守していると答えた金融機関は9％に留まり、

FRTB規制についての経験を積む期間が2年増えたことを受
け、銀行はその他の領域での対応力も向上させているよう
に見受けられます。「極めて難しい」または「非常に難しい」
とする回答が2年前よりも減った項目は他にもあり、プログ
ラム／導入管理（45％から36％に低下）、規制の期限遵守
（45％から31％に低下）、事業の再編成（40％から20％に低
下）、職能の再構築／統合（31％から16%に低下）となりま
した。

多くの回答者はFRTB要件についてさらなる明確化が必要
であると考えており、金融機関は規制当局とともにその明
確化に取り組んでいます。FRTB規制要件における明確性や
期待事項の欠如を「極めて難しい」または「非常に難しい」
課題に挙げた回答者は39％でしたが、前回の54％からは低
下しました。

「当社にとって引き続き大きな課題の一つとなって
いるのは、リスク分析や意思決定で利用する高品
質のデータの確保と、そのデータの維持に必要な
コストへの対応です」

― 多角化が進んでいる大規模グローバル
金融サービス企業のリスク担当幹部

図13
バーゼル委員会の市場リスク新規制（カウンターパーティ信用リスクや証券化に関する
新しい標準的手法など、トレーディング勘定の抜本的見直し（FRTB）から派生）の導入において、
以下の各項目は貴社にとってどの程度難しいと考えていますか？

出所：デロイトの分析

数値は、「極めて難しい」または「非常に難しい」という回答の割合
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資本要件と経済資本

険会社は資本基準の増加に直面しています。影
響力が最も大きい規制は欧州連合（EU）の規制
当局によって策定されたソルベンシーIIです。世

界中で保険会社や規制当局がリスクをより重視した資本指
標の策定に取り組んでいます。欧州、アジア太平洋地域、そ
して米州で見られるように、多くの国はソルベンシーIIを手
本としています。加えて、国際通貨基金（IMF）による金融セ
クター評価プログラムなどの取り組みを通して、自己資本の
適切性要件を重視する姿勢を強
めています49。米国では初めてグ
ループ資本計算（Group Capital 
Calculation）の取り組みが進めら
れるなど、この分野では新しい進
展が見られます。

ソルベンシーIIは、内部資本モデ
ルにおいて引き当てや場合によっては資本効果が設定さ
れ、一部の非欧州国よりも規制自己資本の計算アプローチ
がより複雑になっています。2016年のソルベンシーII導入以
降、多くの保険会社が内部資本モデルの承認申請を監督当
局に提出しました。英国では保険業界全体におけるソルベ
ンシー資本要件の68％が内部モデルを全面的または部分
的に利用する保険会社によって計算されています。ドイツで
は82％、フランスでは25％となっています50。

銀行セクターと同様、内部モデルがリスクを適切に評価して
いるかという点が懸念されています。欧州中央銀行（ECB）傘
下の欧州保険・年金監督機構（EIOPA）による調査では、内部
モデルは結果のばらつきが大きいことが分かっています。
EIOPAは2018年に内部モデルのコンバージェンスに関する

業界特集

保
追加指針の公表を予定しており、内部モデルの承認に向け
た方法論的および定量的な期待事項の公表につながる可
能性があります。EIOPAは2018年にソルベンシーIIに関する
最終助言をEUに提出する予定です。保険セクターに対して
は、バーゼル委員会が銀行業界に対して採用したアウト
プットフロアに対する概念と類似したハードフロアの適用
が検討される可能性が高くなっています。

また、保険会社にとって内部モデルの利用は、モデルを変更
して資本要件を引き下げるインセンティブにしかならないの

ではないかとの懸念もあります。規制当局はモデルの変更
の承認に際して、詳細かつリスクに基づいた根拠を求める
ことになるでしょう。

調査に参加した保険会社の40％にはソルベンシーIIが課さ
れていました。他の規制当局はソルベンシーIIをモデルとし
ており、回答者の24％はソルベンシーIIと同等の自己資本
要件が課されていると答えました。ソルベンシーIIまたは同
等の要件は欧州で最も広く行き渡っており、回答企業の
91％にはソルベンシーIIが課されており、それ以外の回答者
も同等の要件が適用されていると回答しました。これに対
して米国／カナダおよびアジア太平洋地域では、ソルベン
シーIIまたは同等の要件は課されていないとの回答が56％
に上りました。

世界中で保険会社や規制当局が
リスクをより重視した資本指標の
策定に取り組んでいます。

保険

IAISは2017年の年次総会で、ICSバージョン2.0を2段階に分
けて実施することで合意しました。最初の5年間は、グルー
プ監督当局への機密報告や監督カレッジでの議論のため
にICSを利用し、計算には市場調整評価（MAV）アプローチ
が用いられます。ただし、グループ監督当局が認める場合は
GAAPプラスに基づく報告も可能です。5年間のモニタリング
期間終了後は、ICSは規定資本要件（Prescribed Capital 
Requirement）として実施され、建前としては監督措置発動
の基準となります。ただし、ソルベンシーIIなどの既存の資
本基準との関係やどのように共存させるかについては、未
だ明らかではありません。

本調査では、IAISが策定中のグローバルな保険資本基準に
よって自社にはどのような影響が予想されるか尋ねました。
保険資本基準により少なくともある程度大きな影響を受け
ると答えた回答者が最も多く、62％となりましたが、その影
響が「極めて大きい」または「非常に大きい」との回答は
29％に留まりました。

それ以外で少なくともある程度大きな影響を受けると予想
される課題として2位、3位に挙がったのは、資本要件および
より高い損失吸収力（59％、うち24％は影響が「極めて大き
い」または「非常に大きい」と回答）、再建・破綻処理計画

（52％、うち18％は影響が「極めて大きい」または「非常に大
きい」と回答）でした。

その他の重要な進展には、国際会計基準審議会（IASB）が
2018年5月に公表した国際財務報告基準（IFRS）第17号が
あり、2022年1月1日以後に始まる会計年度から適用されま
す。新基準では保険負債の現在履行価値での測定が求めら
れ、測定と表示の一層の統一を目的としています51。IFRS第
17号における保険契約の計上、収益認識、財務諸表上の表
示方法についての新要件を遵守するには、オペレーティン
グモデル、プロセス、そしてテクノロジー全体の広範な変更
が必要になるでしょう。保険業界からは、要件の簡素化と
IFRS第17号の発効日の延期が求められています。

回答企業が今後2年間でソルベンシーIIまたは同等の自己
資本要件に関して重点的な取り組みを計画している領域は
多岐にわたっており、中でも最も多く挙げられたのはシナリ
オ分析（70％）と、リスク許容度とリスクアペタイトの向上

（63％）でした。

ソルベンシーIIについてさらに2年の経験を得たことを反映
し、いくつかの領域で重点的な取り組みを計画しているとの
回答は前回の調査よりも少なくなりました。リスクとソルベ
ンシーの自己評価（ORSA）（56％から48％に低下）、マネジ
メント情報（53％から39％に低下）、リスクの定量化（47％
から35％に低下）、研修（41％から30％に低下）などです。

ソルベンシーIIのデータ上の課題については、対応が進んだ
ように見受けられます。2016年には63％の回答者がデータ
インフラとデータ処理プロセスを重点項目に挙げ、2番目に
多い回答となりました。今回の調査では48％となり、順位と
しては5番目に後退しました。

保険監督者国際機構（IAIS）は保険会社による国境を越え
た事業のさらなる効率化、コスト削減、消費者への恩恵の
供与を可能にすることを目的として、保険資本基準（ICS）の
策定に取り組んでいます。対応を要する重要な課題には以
下があります：

•単一の評価基準とするか、それが不可能な場合は、市場調
整評価（MAV）アプローチ（ソルベンシーIIと整合）または調
整GAAP（GAAPプラス、米国で株式会社形式の保険会社が
採用しているアプローチが全般的に反映されている）アプ
ローチと比較可能な基準とする

•資本要件の決定に内部モデルが果たす役割

•ソルベンシーIIのリスクマージンに類似する現在推計を超
えるマージン（MOCE）の目的と、資本要件との相互関係の
決着
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資本要件と経済資本
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界中で保険会社や規制当局がリスクをより重視した資本指
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めています49。米国では初めてグ
ループ資本計算（Group Capital 
Calculation）の取り組みが進めら
れるなど、この分野では新しい進
展が見られます。

ソルベンシーIIは、内部資本モデ
ルにおいて引き当てや場合によっては資本効果が設定さ
れ、一部の非欧州国よりも規制自己資本の計算アプローチ
がより複雑になっています。2016年のソルベンシーII導入以
降、多くの保険会社が内部資本モデルの承認申請を監督当
局に提出しました。英国では保険業界全体におけるソルベ
ンシー資本要件の68％が内部モデルを全面的または部分
的に利用する保険会社によって計算されています。ドイツで
は82％、フランスでは25％となっています50。

銀行セクターと同様、内部モデルがリスクを適切に評価して
いるかという点が懸念されています。欧州中央銀行（ECB）傘
下の欧州保険・年金監督機構（EIOPA）による調査では、内部
モデルは結果のばらつきが大きいことが分かっています。
EIOPAは2018年に内部モデルのコンバージェンスに関する
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追加指針の公表を予定しており、内部モデルの承認に向け
た方法論的および定量的な期待事項の公表につながる可
能性があります。EIOPAは2018年にソルベンシーIIに関する
最終助言をEUに提出する予定です。保険セクターに対して
は、バーゼル委員会が銀行業界に対して採用したアウト
プットフロアに対する概念と類似したハードフロアの適用
が検討される可能性が高くなっています。

また、保険会社にとって内部モデルの利用は、モデルを変更
して資本要件を引き下げるインセンティブにしかならないの

ではないかとの懸念もあります。規制当局はモデルの変更
の承認に際して、詳細かつリスクに基づいた根拠を求める
ことになるでしょう。

調査に参加した保険会社の40％にはソルベンシーIIが課さ
れていました。他の規制当局はソルベンシーIIをモデルとし
ており、回答者の24％はソルベンシーIIと同等の自己資本
要件が課されていると答えました。ソルベンシーIIまたは同
等の要件は欧州で最も広く行き渡っており、回答企業の
91％にはソルベンシーIIが課されており、それ以外の回答者
も同等の要件が適用されていると回答しました。これに対
して米国／カナダおよびアジア太平洋地域では、ソルベン
シーIIまたは同等の要件は課されていないとの回答が56％
に上りました。

世界中で保険会社や規制当局が
リスクをより重視した資本指標の
策定に取り組んでいます。

保険

IAISは2017年の年次総会で、ICSバージョン2.0を2段階に分
けて実施することで合意しました。最初の5年間は、グルー
プ監督当局への機密報告や監督カレッジでの議論のため
にICSを利用し、計算には市場調整評価（MAV）アプローチ
が用いられます。ただし、グループ監督当局が認める場合は
GAAPプラスに基づく報告も可能です。5年間のモニタリング
期間終了後は、ICSは規定資本要件（Prescribed Capital 
Requirement）として実施され、建前としては監督措置発動
の基準となります。ただし、ソルベンシーIIなどの既存の資
本基準との関係やどのように共存させるかについては、未
だ明らかではありません。

本調査では、IAISが策定中のグローバルな保険資本基準に
よって自社にはどのような影響が予想されるか尋ねました。
保険資本基準により少なくともある程度大きな影響を受け
ると答えた回答者が最も多く、62％となりましたが、その影
響が「極めて大きい」または「非常に大きい」との回答は
29％に留まりました。

それ以外で少なくともある程度大きな影響を受けると予想
される課題として2位、3位に挙がったのは、資本要件および
より高い損失吸収力（59％、うち24％は影響が「極めて大き
い」または「非常に大きい」と回答）、再建・破綻処理計画

（52％、うち18％は影響が「極めて大きい」または「非常に大
きい」と回答）でした。

その他の重要な進展には、国際会計基準審議会（IASB）が
2018年5月に公表した国際財務報告基準（IFRS）第17号が
あり、2022年1月1日以後に始まる会計年度から適用されま
す。新基準では保険負債の現在履行価値での測定が求めら
れ、測定と表示の一層の統一を目的としています51。IFRS第
17号における保険契約の計上、収益認識、財務諸表上の表
示方法についての新要件を遵守するには、オペレーティン
グモデル、プロセス、そしてテクノロジー全体の広範な変更
が必要になるでしょう。保険業界からは、要件の簡素化と
IFRS第17号の発効日の延期が求められています。

回答企業が今後2年間でソルベンシーIIまたは同等の自己
資本要件に関して重点的な取り組みを計画している領域は
多岐にわたっており、中でも最も多く挙げられたのはシナリ
オ分析（70％）と、リスク許容度とリスクアペタイトの向上

（63％）でした。

ソルベンシーIIについてさらに2年の経験を得たことを反映
し、いくつかの領域で重点的な取り組みを計画しているとの
回答は前回の調査よりも少なくなりました。リスクとソルベ
ンシーの自己評価（ORSA）（56％から48％に低下）、マネジ
メント情報（53％から39％に低下）、リスクの定量化（47％
から35％に低下）、研修（41％から30％に低下）などです。

ソルベンシーIIのデータ上の課題については、対応が進んだ
ように見受けられます。2016年には63％の回答者がデータ
インフラとデータ処理プロセスを重点項目に挙げ、2番目に
多い回答となりました。今回の調査では48％となり、順位と
しては5番目に後退しました。

保険監督者国際機構（IAIS）は保険会社による国境を越え
た事業のさらなる効率化、コスト削減、消費者への恩恵の
供与を可能にすることを目的として、保険資本基準（ICS）の
策定に取り組んでいます。対応を要する重要な課題には以
下があります：

•単一の評価基準とするか、それが不可能な場合は、市場調
整評価（MAV）アプローチ（ソルベンシーIIと整合）または調
整GAAP（GAAPプラス、米国で株式会社形式の保険会社が
採用しているアプローチが全般的に反映されている）アプ
ローチと比較可能な基準とする

•資本要件の決定に内部モデルが果たす役割

•ソルベンシーIIのリスクマージンに類似する現在推計を超
えるマージン（MOCE）の目的と、資本要件との相互関係の
決着
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保険リスクの評価にストレステストを実施している保険会社
の間では、適用が比較的容易な財務リスクである市場リスク
と金利リスクに対して実施しているとの回答が最も多くなり
ました（それぞれ84％）。ストレステストの利用が次に多くなっ
たリスク要因は、死亡率リスク（66％）、損害保険支払額リス
ク（58％）、罹患率リスク（58％）、費用リスク（53％）、失効リス
ク（53％）でした。

保険会社は新たなテクノロジーが生み出すリスクにも目を
向ける必要があるでしょう。AIやリスク分析テクノロジーは価
格設定や保険引受の能力を高め、ひいては事業運営を合理
化させつつ、リスクの選定／ポートフォリオ構造やリスク分散
を向上させ、新しい商品やビジネスモデルを可能にし、リアル
タイムでのリスク保証を可能にすることが期待されています。
しかし、これらのテクノロジーからは、それ自身が持つリスク
管理上の課題が生み出されるでしょう。例えば、AIをベースに
したリアルタイムでの保険金請求処理には、リアルタイムで
の探知機能を含む新しいタイプの不正リスク管理が必要に
なるでしょう。これらのテクノロジーによって価格や保障範囲
などのカスタマイズの水準が高まっていることを受け、顧客
向けの価格設定上の問題や社会経済面での影響が生じ、
データやAIアルゴリズムの利用に関して規制要件が追加され
る可能性があります（「リスクマネジメント情報システムおよ
びテクノロジー」のセクションを参照）。

保険リスクの評価

保険リスクの一次的または二次的評価には様々な手法を
用いているとの回答が得られました。回答者の約9割、場合
によっては9割以上から挙げられた方法には、規制資本、ス
トレステスト、数理計算上の準備金、損害率に基づく分析、
自己資本の枠組み／モデル、経済資本があります（図14）。
自己資本の適切性を評価するためのソルベンシーIIや同様
の規制当局の取り組みに注目が集まっていることを受け、
一次的手法としての回答が最も多かったのは規制資本でし
た（72％）。

保険会社は2年前よりも保険リスクの評価手法をより幅広く
採用しているように見受けられ、バリューアットリスク（53％
から76％に上昇）、新規事業の価値（46％から76％に上
昇）、資産の充実度分析（50％から71％に上昇）、動的財務
分析（40％から68％に上昇）、確率論的エンベディッド・バ
リュー（26％から66％に上昇）となりました。

リスク評価に用いられる手法は、企業規模によって異なって
います。例えば、ストレステストはより大規模な保険会社でよ
り多く用いられています。ストレステストを一次的手法として
用いている企業は、大規模な保険会社で65％、中規模な保
険会社で50％、小規模な保険会社で20％となりました。経
済資本も大規模な保険会社が一次的手法として用いるこ
とが多く（71％）、中規模な保険会社では31％、小規模な保
険会社では33％でした。どちらも、内部資本モデルの構築に
はリソースや高度な対応力が必要になる手法です。

対照的に、バリューアットリスクを一次的手法として用いて
いるのは小規模な保険会社に多く（60％）、中規模な保険会
社では31％、大規模な保険会社では44％となりました。損害
率に基づく分析もより簡素な手法で、小規模な保険会社が一
次的手法として用いることが多く（75％）、中規模な保険会社
では46％、大規模な保険会社では56％となりました。

「保険という観点からリスクを管理するうえでの最
大の課題の一つは、モデル化が困難なリスク、具体
的にはサイバーリスクやテロリズムリスクにおいて
採算が取れるかどうかです。民間の保険会社とし
て、これらは保険契約者から保険でのカバーを求
められるものですが、この分野は、例えばハリケー
ンモデルのようにモデルの構築が進んでいません。
ハリケーンと同水準の保険請求実績データがない
のです」

— 大手保険・資産運用会社のリスク担当幹部

「当社では、顧客の行動や潜在する不正のモニタリ
ングなどにAIや予測分析を活用しているほか、手
作業による保険契約処理の自動化にロボティクス
を応用しています」

— 大手保険・資産運用会社のリスク担当幹部

図14
貴社は、以下の保険リスクの評価手法をどの程度活用していますか？

注：四捨五入しているため、各数値を合算しても合計値と異なる場合があります。 
出所：デロイトの分析

母集団：保険／再保険サービスを提供している企業
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保険リスクの評価にストレステストを実施している保険会社
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たリスク要因は、死亡率リスク（66％）、損害保険支払額リス
ク（58％）、罹患率リスク（58％）、費用リスク（53％）、失効リス
ク（53％）でした。
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図14
貴社は、以下の保険リスクの評価手法をどの程度活用していますか？

注：四捨五入しているため、各数値を合算しても合計値と異なる場合があります。 
出所：デロイトの分析

母集団：保険／再保険サービスを提供している企業
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産運用セクターは資産運用商品やソリューショ
ンを提供する幅広い企業で構成され、多様な商
品ラインナップを揃え、広大な販売チャネルネッ

トワークへのアクセスを有する大規模なグローバル企業か
ら、一つの資産クラスに特化した商品を提供するニッチな運
用会社にまで及んでいます。これらの企業はその資産運用
業務において、顧客とともに投資目標やリスク許容度を決
定したうえで、投資目標やそれ以上の実績を達成すべく、顧
客の金融資産を管理しています。

資産運用会社の顧客には、金融知識が乏しい場合もある個
人投資家と、投資ポートフォリオを高度化させ、それに対す
る理解や監視の度合いを継続的に高めている機関投資家
の両方が存在します。顧客層が広範に及んでいるため、管理
の対象となる一連のリスクも複雑です。  顧客構成や運用ア
プローチに合わせて、リスクマネジメントの優先項目を選ば
なければなりません。

資産運用業界の経営環境は引き続き難しいものとなってい
ます。とりわけ低コストの運用ソリューションが選好される
ようになり、同時に顧客の好みや技術革新は変化していま
す。資産運用会社は競争圧力を受け、資産の増加、効率的
かつ効果的な業務運営、優れた顧客エクスペリエンスの実
現を目的とした戦略的意思決定を加速させています。こう
いった傾向から、企業は自社のテクノロジーの対応力を再
評価して成長プランと整合させるようになっています。AIや
オルタナティブデータへのシフトには数量や種類においてこ
れまで以上の対応力やスキルセットが求められるからです。
また自社の対応力に合わせて商品の販売網を広げること
により、顧客や販売会社の嗜好により良く応えようとしてい
ます。以下の調査結果には、広範なエンタープライズリスク
の把握と低減において資産運用会社が直面しているリスク

業界特集

資 マネジメントの課題が表れています。ここでのリスクには、オ
ペレーショナルリスク、戦略リスク、テクノロジー／サイバー
リスク、財務リスク、規制リスク、外部市場からの圧力リスク
などがあります。

資産運用業界のリスク担当マネジャーや
幹部が現在重点を置いている分野

他の業界におけるリスクマネジメント上の課題と同様、資
産運用会社でも、「極めて難しい」または「非常に難しい」課
題として最も多く挙げられたのはデータとテクノロジーに
関するものでした。例えば、投資やオペレーションプロセス
におけるオルタナティブデータの利用（ソーシャルメディア、
決済、クラウドソーシング、地理空間情報、コグニティブアナ
リティクスなど）（54％）、データの管理と可用性（53％）、IT
アプリケーションとシステム（47％）などです（図15）。

データの管理と可用性に対する懸念は53％の回答者が「極
めて難しい」または「非常に難しい」課題として挙げ、2016年
調査の36％から上昇しました。ITアプリケーションとシステ
ムがもたらす課題にはあまり変動はなく、「極めて難しい」ま
たは「非常に難しい」課題として挙げられた割合は2016年
の50％に対し、今回は47％となっています52。

金融システムのリスクが高まっていると考える関係者が増
える中、全社レベルのイベント（すなわち危機）への備えと
対応を「極めて難しい」または「非常に難しい」課題に挙げ
た回答者が24％だったことは注目に値します。

資産運用

たのはデータとITインフラに関する項目で、継続的なデータ
収集、検証、集計と規制当局への報告（54％）、複雑な要件
を満たすテクノロジー対応力の向上（54％）でした。

同様に約半数の回答者がコンプライアンスプログラムにつ
いて幅広い課題に直面していると答えており、具体的には
新しい規制要件やその改正に対応したシステムやプロセス
の強化（51％）、人材、プロセス、テクノロジーに関するイン
フラの向上とリソースの増加（49％）となりました。

「極めて難しい」または「非常に難しい」との回答が減った項
目には、市場リスクの管理とポートフォリオ組成リスクに対
する影響管理（19％）、リスクガバナンス（19％）、組織的な
風評リスクの管理（17％）、流動性リスクの管理（14％）が挙
げられます。これは、風評リスクを含めた資産運用会社によ
る資産管理の長年の実績によるものかもしれません。

米証券取引委員会（SEC）によるミューチュアルファンドの現
代化と流動性規則など、新たな規制や出現しつつある規制
への対応において直面している課題について尋ねました。

「極めて難しい」または「非常に難しい」課題として一二を争っ

図15
貴社の資産運用業務でリスクを管理するうえで、以下の各項目はどの程度難しいですか？

出所：デロイトの分析

母集団：資産運用サービスを提供している企業
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自社の事業を評価し、第2次金融商品市場指令（MiFID II）を
含む流動性リスク管理規制および指針（米国、英国、カナ
ダ、香港で公表されたものなど）や新プライバシー規制（欧
州の一般データ保護規則やカリフォルニア州の消費者プラ
イバシー法など）を遵守するための対応やプログラムの導
入が求められます。加えて、資産運用会社にとっては利益相
反、開示、運用報酬の配分、リサーチにおけるソフトダラー
の利用などの執行活動がさらなる規制圧力の対象になって
います。

向こう2年間で最大の課題をもたらすリスクタイプの3位は
投資リスクで、2016年の72％から大幅に低下し、43％となり
ました。しかし、投資リスクを課題の1位に挙げた回答者は
2016年と同じ28％に上りました。投資リスク（ポートフォリ
オ構築、市場リスク、信用リスク、流動性リスク）の管理が資
産運用会社の事業や顧客への価値提案の中心にあること
を考えれば当然といえます。回答者の30％はリスクタイプの
上位三つの一つに風評リスクを挙げましたが、1位に挙げた
回答者は3％に留まりました53。

今後2年間で最大の課題をもたらすリスク

今後2年間で、自社の資産運用業務に最大の課題をもたら
すリスクタイプを三つ挙げてもらったところ、突出して多く挙
げられたのがサイバーセキュリティリスク（60％）となり、うち
リスクの１位に挙げた回答者は23％に上りました（図16）。
2年前の調査で課題の上位三つのうち一つにサイバーセキュ
リティリスクを選んだ回答者は28％で、うちリスクの1位に選
んだ回答者は3％にすぎなかったことを考えれば、これは特
筆すべき変化です。理由としては、世界の規制当局がプライ
バシー保護や罰則の要件を高めていることや、サイバーイ
ンシデントの増加などの数々の動向が挙げられます。

新規制の公表ペースが緩やかになる中、課題の上位三つの
うち一つに規制／コンプライアンスリスクを挙げた回答者
は45％と、2年前の81％から低下し、当該リスクを1位に挙
げた回答者も28％から13％に低下しました。新規制のペー
スは緩やかになっていますが、この2年の間には資産運用会
社のグローバルな事業展開能力に影響する複数の規制が
可決されました。こういった規制により資産運用会社には、

めようとしています。多くの企業では、コンプライアンスや業
務運営につぎ込まれているリソースが、結果的にこれらおよ
びその他のプロセスで直面するリスクに比して過剰に統制
されており、それが利益率に影響していることに気付くかも
しれません。利益や期待リターンに見合ったリスクを取り、
コストセンターにはそれに従ってリソースを割り当てること
により、より機動的な運営や許容できる水準のリスクの維持
が可能になり、コスト削減にもつながる可能性があります。

また資産運用会社は純利益の改善のため、潜在するコスト
の削減や収益認識の強化を検討しています。透明性を高
め、運用実績を向上させ、過払い費用や収益の過少申告分
の回収や将来のコスト削減を可能にするため、人材、プロセ
ス、テクノロジーの最適化に加え、引き続き拡張エンタープ
ライズ（第三者）との関係性に注目しています。

こういったテーマは、エマージングリスクの上位三つに挙げ
られることの多いリスク、つまり顧客の好みの変化（パッシ
ブ戦略やオルタナティブ戦略を用いたソリューションへの需
要など）（51％）、デジタル運用プラットフォームやアドバイス
の成長（ロボアドバイザー）（43％）と一致しています。両課
題とも運用報酬の圧縮につながるものであり、資産運用会
社の戦略的位置付けや競争力に影響を及ぼしています。

相当な割合の回答者が資産運用に関する最大の懸念の上
位三つに挙げたその他のエマージングリスクは、規制改革

（49％）、風評リスク（30％）、販売関係／販売チャネル
（27％）でした。また、やや意外ではありますが、19％の回答

者は世界金融危機を挙げ、うちこれを1位とした回答者は
14％に上りました。

資産運用におけるエマージングリスク

資産運用ビジネスに関して最も憂慮されるエマージングリ
スクを三つ選んでもらったところ、最も多く挙げられたのが
運用報酬に関する圧力となりました（51％、うち1位に挙げ
たのは22％）。資産運用における競争圧力に投資家の嗜好
の変化や会社のインフラの老朽化が相まって、多くの資産運
用会社で利益率が継続的に圧縮される可能性が高くなって
います。例えば、低コストのパッシブ運用へのシフトが顕著
かつ加速しており、運用報酬を取らないインデックスファン
ドが導入され始めたことを受け、アクティブファンドとパッシ
ブファンドの間の運用報酬戦争は2018年に新たな段階を
迎えました。アクティブマネジャーが収益性を維持するに
は、首尾一貫したビジネスモデルとパッシブ運用の人気の
高まりに対応した価格設定、そしてパッシブ運用商品と比べ
て強いリターンを継続的に実現できる独自性の高い商品を
提供できることが重要になるでしょう。運用報酬の開示はよ
り透明性が高くなっており、資産運用会社は投資家に対し
て運用報酬を正当化できる強力な超過収益を創出すること
が必要になるでしょう。

企業は利益率の圧縮に対抗するため、ハイレベルの運用品
質を実現する商品やソリューションのほか、投資家の好みの
変化に対応できる革新的な運用ソリューションの開発など、
価値の創出を牽引する活動の強化に引き続き重点的に取
り組んでいます。また、戦略的買収や事業部門の売却によって
収益性を高め利益率を上げることを模索し続けています。さ
らには、コストセンター（コンプライアンスや業務運営部門）
の活動に費やされるコストやリソースを分析し、それらの
活動が期待するリターンを生み出しているかどうかを見極

図16
今後2年間で、貴社の資産運用業務に最大の課題をもたらすと考えられるリスクを三つ選んでください。

注：四捨五入しているため、各数値を合算しても合計値と異なる場合があります。 
出所：デロイトの分析

母集団：資産運用サービスを提供している企業
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資産運用における流動性リスクの管理

流動性リスクの管理には、投資家、主なステークホルダー
（運用コンサルタントなど）、投資委員会、世界の規制当局

から大きな注目が集まっています。また、投資家からの償還
請求に応じられない場合は、ファンドや資産運用会社のブ
ランドや評判に壊滅的な影響が及ぶ可能性があることか
ら、流動性リスクの管理は戦略的な重点項目になっていま
す。資産運用会社の規制当局は、流動性リスクの管理に一
層目を光らせるようになりました。SECが流動性規則を導入

（1940年投資会社法に規則22e-4を新設）した目的は、上場
投資信託（ETF）を含め、登録投資会社による流動性リスク
管理の改善を促すことでした。流動性規則では、流動性リス
ク管理プログラムの確立が求められ、プログラムに盛り込
まれるべき要素が具体的に規定されています（マネーマー
ケットファンドや特定のETFには一部の要件を免除）。ファン
ドにおいては、現金化できるスピードに応じて、ポートフォリ
オの保有資産を四つに分類することが求められます。資産
規模が10億米ドルを超える投資コンプレックスには2019年
6月1日からの遵守が義務付けられ、資産規模がそれ以下の
場合は2019年12月1日までに遵守しなければなりません。
資産運用会社によるプログラムの構築は進展しています。そ
の中で直面している課題の一つが、単一のポートフォリオに
1人以上のサブアドバイザーがいる場合に社内で流動性評
価を担当すべきなのは誰かという問題です。

投資リスクの監督

資産運用会社は、投資リスクの監督責任を有する個人（1名
または複数名）に幅広い役割や責任を課していると回答し
ました。回答が最も多かった責務は、投資リスクマネジメン
トの監督責任をもつガバナンス委員会との定期会議（前回
の72％から83％に上昇）と、投資リスクマネジメントの枠組
み、手法、基準、方針、限度の策定と実施（78％から83％に
上昇）でした。この両方からは、資産運用会社が投資リスク
プロセスのガバナンスや監視を拡大させていることが示唆
されます。アルゴリズムを含むモデルのガバナンス、管理、監
視手法への注目が高まっていることを考えれば、これは驚く
べきことではありません。事業促進のためにモデルを活用
することが増えており、多くの企業はガバナンスや統制の向
上を必要としています。モデルリスクの管理に対しては体系
的なアプローチの策定が必要です。このアプローチに求め
られるのは、役割や責務の明確化、モデルのリスト化と文書
化、有効な統制の策定と実施、変更管理やモデルに問題が
生じたときの上層部への報告や開示に向けたプロトコルを
確立するための方針や手続きの整備です。

それ以外で回答の多かった責務を挙げると、投資リスクに
係る投資ガイドラインの遵守状況の監視（トラッキングエ
ラー、バリューアットリスク、期待ショートフォール、セクター
／業界配分など）（73％）、リスクの集中や運用スタイルから
の逸 脱の特 定 に向 けた投 資リスクの定 期 的 な再 評 価

（70％）、先を見据えたリスクエクスポージャー分析のため
のシナリオ分析の整備（68％）、ガバナンス、手法、報告な
ど、ストレステストの実施プロセスの管理（68％）でした。
 
投資リスクの監督責任者に課されることが最も少なかった
のは、リスクプロファイルに影響を与える日常の投資判断
への情報提供（トランザクションなど）（45％）でした。多くの
企業では、投資リスクに責任を負う幹部が投資リスクマネ
ジメントプロセスの監視に携わり、ポートフォリオ運用部門
への有効な検証／反論メカニズムとして機能しています。

また、有価証券を分類し、問題を特定して上層部に報告す
るためのワークフローツールを提供し、ファンドの流動性プ
ロファイルの報告や継続的な動向分析ができるテクノロ
ジーやアプリケーションがあれば、有価証券の分類や流動
性リスクの継続的な監視を最も円滑に実施することができ
ます。私たちの経験に基づけば、資産運用会社は流動性リス
クを継続的に監視するためのアプリケーションやデータ
ウェアハウスを構築し、資産の分類を容易にする外部の分
析ツールと接続しようとしています。ソリューションを自前で
構築するのか、外部のソリューションを利用するかを決める
際は、資産運用の上流・下流に位置する様々なステークホ
ルダーグループのニーズを明確に把握し、その要件を文書
化することが非常に重要です。

資産運用における
オペレーショナルリスクの管理

今後2年間で自社の資産運用業務に最大の課題をもたらす
と考えられるリスクを三つ選んでもらったところ、回答者の
43％がオペレーショナルリスクを挙げました。オペレーショ
ナルリスク管理の具体的な側面については、サイバーセ
キュリティリスクの管理が「極めて難しい」または「非常に難
しい」課題として他を圧倒し、73％の回答者が増大するサイ
バーセキュリティリスク、データと情報の機密性、可用性、完
全性に対する影響への対処を選びました。2016年の調査で
は50％だったことから分かる通り、ハッカーやその他のサイ
バーセキュリティリスクに対する懸念は急速に高まっていま
す。企業にとってデータは重要な課題であり、適切に管理し
なければリスクの源にもなりかねません。「究極の」データ
を信託財産としてポートフォリオマネジャーや顧客に提供す
るにはデータのガバナンスおよびマネジメント原則を定義、
確立、監視することが不可欠であり、これは事業運営やアナ
リティクスのしかるべき利用を後押しすることになります。
主な原則には、他のシステムと完全に統合された専用の
データプラットフォームの導入、明確なデータマネジメント
戦略（例えば、ソーシングや配分）の正式化、そして強力なガ
バナンスの確立が含まれます。

課題は山積しているものの、投資リスクにおける流動性リ
スクはより成熟したリスクタイプになってきており、現在この
領域の課題が「極めて難しい」と答えた回答者は比較的少
なくなりました。約4分の1の回答者が「極めて難しい」また
は「非常に難しい」と答えた課題は三つあり、流動性の測定
と継続的な監視を推進するために必要な流動性分析を円
滑に進める（またはベンダーソリューションを選定する）た
めのシステム／テクノロジーの対応力整備（26％）、資産の
分類時に使用する前提条件やパラメーターの決定を含む、
ファンド資産の流動性分類（26％）、商品のライフサイクル全
体にわたって流動性評価を推進する手法の構築（23％）で
した。その他の課題は「極めて難しい」または「非常に難しい」
との回答がさらに少なくなり、流動性の分類情報の集約

（18％）、ポートフォリオの流動性の確認、監視、評価のために
使用する流動性リスク管理業務の特定と徹底（方針や作戦
など）（13％）、流動性リスク管理業務の追加開示や明確化を
通した投資家に対する透明性の向上（13％）となりました。

私たちの経験から、ファンド資産の流動性の分類には、質の
高いデータにアクセスできることが非常に重要であること
が分かっています。そのためには、特定のファンドデータ（保
有資産やファンドフロー）を一元管理し、それを市場データ
で補強する必要があります。加えて、有価証券の分類には、
投資リスクマネジメント部門とポートフォリオマネジメント部
門が連携して、通常時とストレス時にどのような有価証券の
売買が合理的に予想されるか、保有資産の全部または一部
の清算にどれくらいの時間を要するか、取引コストの上限（ど
の程度の流動性までであれば費用負担に応じるか）、取引確
定までに通常要する時間を把握する必要があります。

48



グローバルリスクマネジメントサーベイ第 11版

資産運用における流動性リスクの管理

流動性リスクの管理には、投資家、主なステークホルダー
（運用コンサルタントなど）、投資委員会、世界の規制当局

から大きな注目が集まっています。また、投資家からの償還
請求に応じられない場合は、ファンドや資産運用会社のブ
ランドや評判に壊滅的な影響が及ぶ可能性があることか
ら、流動性リスクの管理は戦略的な重点項目になっていま
す。資産運用会社の規制当局は、流動性リスクの管理に一
層目を光らせるようになりました。SECが流動性規則を導入

（1940年投資会社法に規則22e-4を新設）した目的は、上場
投資信託（ETF）を含め、登録投資会社による流動性リスク
管理の改善を促すことでした。流動性規則では、流動性リス
ク管理プログラムの確立が求められ、プログラムに盛り込
まれるべき要素が具体的に規定されています（マネーマー
ケットファンドや特定のETFには一部の要件を免除）。ファン
ドにおいては、現金化できるスピードに応じて、ポートフォリ
オの保有資産を四つに分類することが求められます。資産
規模が10億米ドルを超える投資コンプレックスには2019年
6月1日からの遵守が義務付けられ、資産規模がそれ以下の
場合は2019年12月1日までに遵守しなければなりません。
資産運用会社によるプログラムの構築は進展しています。そ
の中で直面している課題の一つが、単一のポートフォリオに
1人以上のサブアドバイザーがいる場合に社内で流動性評
価を担当すべきなのは誰かという問題です。

投資リスクの監督

資産運用会社は、投資リスクの監督責任を有する個人（1名
または複数名）に幅広い役割や責任を課していると回答し
ました。回答が最も多かった責務は、投資リスクマネジメン
トの監督責任をもつガバナンス委員会との定期会議（前回
の72％から83％に上昇）と、投資リスクマネジメントの枠組
み、手法、基準、方針、限度の策定と実施（78％から83％に
上昇）でした。この両方からは、資産運用会社が投資リスク
プロセスのガバナンスや監視を拡大させていることが示唆
されます。アルゴリズムを含むモデルのガバナンス、管理、監
視手法への注目が高まっていることを考えれば、これは驚く
べきことではありません。事業促進のためにモデルを活用
することが増えており、多くの企業はガバナンスや統制の向
上を必要としています。モデルリスクの管理に対しては体系
的なアプローチの策定が必要です。このアプローチに求め
られるのは、役割や責務の明確化、モデルのリスト化と文書
化、有効な統制の策定と実施、変更管理やモデルに問題が
生じたときの上層部への報告や開示に向けたプロトコルを
確立するための方針や手続きの整備です。

それ以外で回答の多かった責務を挙げると、投資リスクに
係る投資ガイドラインの遵守状況の監視（トラッキングエ
ラー、バリューアットリスク、期待ショートフォール、セクター
／業界配分など）（73％）、リスクの集中や運用スタイルから
の逸 脱の特 定 に向 けた投 資リスクの定 期 的 な再 評 価

（70％）、先を見据えたリスクエクスポージャー分析のため
のシナリオ分析の整備（68％）、ガバナンス、手法、報告な
ど、ストレステストの実施プロセスの管理（68％）でした。
 
投資リスクの監督責任者に課されることが最も少なかった
のは、リスクプロファイルに影響を与える日常の投資判断
への情報提供（トランザクションなど）（45％）でした。多くの
企業では、投資リスクに責任を負う幹部が投資リスクマネ
ジメントプロセスの監視に携わり、ポートフォリオ運用部門
への有効な検証／反論メカニズムとして機能しています。

また、有価証券を分類し、問題を特定して上層部に報告す
るためのワークフローツールを提供し、ファンドの流動性プ
ロファイルの報告や継続的な動向分析ができるテクノロ
ジーやアプリケーションがあれば、有価証券の分類や流動
性リスクの継続的な監視を最も円滑に実施することができ
ます。私たちの経験に基づけば、資産運用会社は流動性リス
クを継続的に監視するためのアプリケーションやデータ
ウェアハウスを構築し、資産の分類を容易にする外部の分
析ツールと接続しようとしています。ソリューションを自前で
構築するのか、外部のソリューションを利用するかを決める
際は、資産運用の上流・下流に位置する様々なステークホ
ルダーグループのニーズを明確に把握し、その要件を文書
化することが非常に重要です。

資産運用における
オペレーショナルリスクの管理

今後2年間で自社の資産運用業務に最大の課題をもたらす
と考えられるリスクを三つ選んでもらったところ、回答者の
43％がオペレーショナルリスクを挙げました。オペレーショ
ナルリスク管理の具体的な側面については、サイバーセ
キュリティリスクの管理が「極めて難しい」または「非常に難
しい」課題として他を圧倒し、73％の回答者が増大するサイ
バーセキュリティリスク、データと情報の機密性、可用性、完
全性に対する影響への対処を選びました。2016年の調査で
は50％だったことから分かる通り、ハッカーやその他のサイ
バーセキュリティリスクに対する懸念は急速に高まっていま
す。企業にとってデータは重要な課題であり、適切に管理し
なければリスクの源にもなりかねません。「究極の」データ
を信託財産としてポートフォリオマネジャーや顧客に提供す
るにはデータのガバナンスおよびマネジメント原則を定義、
確立、監視することが不可欠であり、これは事業運営やアナ
リティクスのしかるべき利用を後押しすることになります。
主な原則には、他のシステムと完全に統合された専用の
データプラットフォームの導入、明確なデータマネジメント
戦略（例えば、ソーシングや配分）の正式化、そして強力なガ
バナンスの確立が含まれます。

課題は山積しているものの、投資リスクにおける流動性リ
スクはより成熟したリスクタイプになってきており、現在この
領域の課題が「極めて難しい」と答えた回答者は比較的少
なくなりました。約4分の1の回答者が「極めて難しい」また
は「非常に難しい」と答えた課題は三つあり、流動性の測定
と継続的な監視を推進するために必要な流動性分析を円
滑に進める（またはベンダーソリューションを選定する）た
めのシステム／テクノロジーの対応力整備（26％）、資産の
分類時に使用する前提条件やパラメーターの決定を含む、
ファンド資産の流動性分類（26％）、商品のライフサイクル全
体にわたって流動性評価を推進する手法の構築（23％）で
した。その他の課題は「極めて難しい」または「非常に難しい」
との回答がさらに少なくなり、流動性の分類情報の集約

（18％）、ポートフォリオの流動性の確認、監視、評価のために
使用する流動性リスク管理業務の特定と徹底（方針や作戦
など）（13％）、流動性リスク管理業務の追加開示や明確化を
通した投資家に対する透明性の向上（13％）となりました。

私たちの経験から、ファンド資産の流動性の分類には、質の
高いデータにアクセスできることが非常に重要であること
が分かっています。そのためには、特定のファンドデータ（保
有資産やファンドフロー）を一元管理し、それを市場データ
で補強する必要があります。加えて、有価証券の分類には、
投資リスクマネジメント部門とポートフォリオマネジメント部
門が連携して、通常時とストレス時にどのような有価証券の
売買が合理的に予想されるか、保有資産の全部または一部
の清算にどれくらいの時間を要するか、取引コストの上限（ど
の程度の流動性までであれば費用負担に応じるか）、取引確
定までに通常要する時間を把握する必要があります。
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第三者リスクを効果的に管理するには、第三者との関係性
から生じるリスクや統制の有効性をレビューする包括的か
つ継続的な監視プログラムが必要です。こういった関係性
から生じるリスクのレビュー頻度として回答が最も多かっ
たのは年に1回で、その対象として多く挙げられたのは、仲
介業者（46％）、資産管理会社（45％）、アプリケーションテク
ノロジーベンダー（44％）、参照データプロバイダー（39％）、
インフラテクノロジーベンダー（39％）、カストディアン

（38％）でした。月次または四半期に1回のレビューの対象
として多く挙げられたのは、プライムブローカー（36％）、名
義書換代理人（36％）でした（金融セクター全体における第
三者リスクの管理について取り上げた「オペレーショナルリ
スク」のセクションを参照）。

データとアナリティクス

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）、ビッグデー
タ、クラウドコンピューティング、コグニティブアナリティク
ス、自然言語処理、機械学習といった最新テクノロジーを活
用すれば、効率性が確実に向上するだけでなく、潜在するリ
スクイベントを特定する能力が高まります（例えば、従業員
同士のやり取りの分析を通した潜在するインサイダー取引
の特定）。最近の進歩によって先進アナリティクスの実現可
能性が高まり、収益性と持続可能性の両方を備えた成長を
追求する資産管理会社にとっては主要な重点領域になって
います。演算能力やソフトウェアの向上により、内外両方の
データセットの操作が容易になる一方、視覚化ツールやモ
バイルツールにより、知見をアクセス可能なフォーマットで
より速やかに提示することが可能になりました。最終的には
先進アナリティクスによって重要な知見や情報により速やか
にアクセスできるようになります。資産運用会社は過去を振
り返ること（何が起きたか）に重点を置くのではなく、目線を
知見（何をすべきか）や先見性（何が起こるか）に移すことに
よって、意思決定を向上し、事業価値を強化することが可能
になります。先進アナリティクスに投資する企業は、それを
プロセスの合理化や事業コストの削減に向けた強力なツー
ルとして考えるだけでなく、顧客との関係の保持や発展、さ
らにはポートフォリオマネジメント上の意思決定の向上を
目指しています（集団的知性の活用など）。

データに関して「極めて難しい」または「非常に難しい」課題
として2番目に挙げられたのは、オペレーショナルリスクの
数値化のために信頼性の高いデータを整備し、リスクに基
づく意思決定を促すことでした（2016年の33％から45％に
上昇）。4分の1以上の回答者が「極めて難しい」または「非常
に難しい」と答えたオペレーショナルリスク上の課題はこの
他にもいくつかあり、迅速かつ効果的な対応を可能にするた
めのエマージングリスクやリスク傾向の特定（33％）、最も優
先すべきリスクの対応に適切な経営資源を確保すること

（33％）、新規事業計画に伴うオペレーショナルリスクの理解
と管理（28％）、オペレーショナルリスクの管理を目的とした
手続きの策定と内部統制の有効性の測定（25％）でした。

拡張エンタープライズリスク

資産運用会社は様々な外部のサービスプロバイダーを利
用しており、その多くはアウトソースに大きく依存したモデル
を利用しています。例えば、調査参加企業の中には、顧客の
運用資産の日次管理を運用のサブアドバイザーにアウト
ソースすることにより、オペレーションプロセスの全部また
は個々の管理を外部企業に依存したり、テクノロジーアプリ
ケーション、データ、データ強化サービスを提供するサービ
スプロバイダーを複数利用したりしているところもありま
す。同様に、外部のサービスプロバイダーが別のプロバイ
ダーに再委託することもまた一般的です。こういった委託先
や再委託先のいずれかにリスクイベントが生じた場合、資
産運用会社のオペレーションが混乱し、財務、オペレーショ
ン、評判に深刻な損害が生じる可能性があります。外部との
関係性から生じる可能性のある数々のリスクや評判に影響
する危機には、事業の一時停止、情報の誤用、知的財産の
盗用、サービス障害、規制違反などがあります。委託先や再
委託先の一つが責務を履行せず、また不適切な企業行動

（コンダクト）を行った場合、それに対する顧客や投資家の
受け止め方が資産運用会社に影響し、風評上の損害が生
じる可能性が高くなります。

資産運用会社の4分の3は第三者の監視を難しい課題と考
えており、「極めて難しい」または「非常に難しい」と答えた
回答者は2016年の25％から40％に増加しました。規制当
局は外部のサービスプロバイダーとの関係性に起因するリ
スクをより重視するようになっており、回答者の49％は、
データの可用性や迅速性に関する外部のサービスプロバイ
ダーに対する監視強化を「極めて難しい」または「非常に難
しい」課題に挙げました。

回答者の多くは、資産運用業務の複数の領域でのパフォー
マンス向上に向け、データおよびアナリティクスの対応力を
高める可能性が「極めて高い」または「非常に高い」と答え
ました。可能性が「極めて高い」または「非常に高い」との回
答が最も多かった領域はポートフォリオマネジメント

（74％）で、これは資産運用会社の中核事業であることから
も当然といえます。それ以外に多くの回答が寄せられた領
域は、顧客エンゲージメント（86％）、オペレーション（バック
オフィスやミドルオフィス）（56％）、商品開発（54％）でした。
データおよびアナリティクスの対応力を高める可能性が「極
めて高い」または「非常に高い」との回答が半分を若干下
回った領域としては、市場リサーチ（49％）と資本市場活動

（49％）が挙げられます。

「情報の爆発的増加により、今後はリスク担当部署
にクオンツ担当者、データサイエンティスト、アナリ
ストをより多く配置する必要があります。チーム構
成を変え、これらのスキルを有するデジタルネイ
ティブなプロフェッショナルを迎え入れなければな
りません」

― 大手資産運用会社の最高リスク責任者
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第三者リスクを効果的に管理するには、第三者との関係性
から生じるリスクや統制の有効性をレビューする包括的か
つ継続的な監視プログラムが必要です。こういった関係性
から生じるリスクのレビュー頻度として回答が最も多かっ
たのは年に1回で、その対象として多く挙げられたのは、仲
介業者（46％）、資産管理会社（45％）、アプリケーションテク
ノロジーベンダー（44％）、参照データプロバイダー（39％）、
インフラテクノロジーベンダー（39％）、カストディアン

（38％）でした。月次または四半期に1回のレビューの対象
として多く挙げられたのは、プライムブローカー（36％）、名
義書換代理人（36％）でした（金融セクター全体における第
三者リスクの管理について取り上げた「オペレーショナルリ
スク」のセクションを参照）。

データとアナリティクス

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）、ビッグデー
タ、クラウドコンピューティング、コグニティブアナリティク
ス、自然言語処理、機械学習といった最新テクノロジーを活
用すれば、効率性が確実に向上するだけでなく、潜在するリ
スクイベントを特定する能力が高まります（例えば、従業員
同士のやり取りの分析を通した潜在するインサイダー取引
の特定）。最近の進歩によって先進アナリティクスの実現可
能性が高まり、収益性と持続可能性の両方を備えた成長を
追求する資産管理会社にとっては主要な重点領域になって
います。演算能力やソフトウェアの向上により、内外両方の
データセットの操作が容易になる一方、視覚化ツールやモ
バイルツールにより、知見をアクセス可能なフォーマットで
より速やかに提示することが可能になりました。最終的には
先進アナリティクスによって重要な知見や情報により速やか
にアクセスできるようになります。資産運用会社は過去を振
り返ること（何が起きたか）に重点を置くのではなく、目線を
知見（何をすべきか）や先見性（何が起こるか）に移すことに
よって、意思決定を向上し、事業価値を強化することが可能
になります。先進アナリティクスに投資する企業は、それを
プロセスの合理化や事業コストの削減に向けた強力なツー
ルとして考えるだけでなく、顧客との関係の保持や発展、さ
らにはポートフォリオマネジメント上の意思決定の向上を
目指しています（集団的知性の活用など）。

データに関して「極めて難しい」または「非常に難しい」課題
として2番目に挙げられたのは、オペレーショナルリスクの
数値化のために信頼性の高いデータを整備し、リスクに基
づく意思決定を促すことでした（2016年の33％から45％に
上昇）。4分の1以上の回答者が「極めて難しい」または「非常
に難しい」と答えたオペレーショナルリスク上の課題はこの
他にもいくつかあり、迅速かつ効果的な対応を可能にするた
めのエマージングリスクやリスク傾向の特定（33％）、最も優
先すべきリスクの対応に適切な経営資源を確保すること

（33％）、新規事業計画に伴うオペレーショナルリスクの理解
と管理（28％）、オペレーショナルリスクの管理を目的とした
手続きの策定と内部統制の有効性の測定（25％）でした。

拡張エンタープライズリスク

資産運用会社は様々な外部のサービスプロバイダーを利
用しており、その多くはアウトソースに大きく依存したモデル
を利用しています。例えば、調査参加企業の中には、顧客の
運用資産の日次管理を運用のサブアドバイザーにアウト
ソースすることにより、オペレーションプロセスの全部また
は個々の管理を外部企業に依存したり、テクノロジーアプリ
ケーション、データ、データ強化サービスを提供するサービ
スプロバイダーを複数利用したりしているところもありま
す。同様に、外部のサービスプロバイダーが別のプロバイ
ダーに再委託することもまた一般的です。こういった委託先
や再委託先のいずれかにリスクイベントが生じた場合、資
産運用会社のオペレーションが混乱し、財務、オペレーショ
ン、評判に深刻な損害が生じる可能性があります。外部との
関係性から生じる可能性のある数々のリスクや評判に影響
する危機には、事業の一時停止、情報の誤用、知的財産の
盗用、サービス障害、規制違反などがあります。委託先や再
委託先の一つが責務を履行せず、また不適切な企業行動

（コンダクト）を行った場合、それに対する顧客や投資家の
受け止め方が資産運用会社に影響し、風評上の損害が生
じる可能性が高くなります。

資産運用会社の4分の3は第三者の監視を難しい課題と考
えており、「極めて難しい」または「非常に難しい」と答えた
回答者は2016年の25％から40％に増加しました。規制当
局は外部のサービスプロバイダーとの関係性に起因するリ
スクをより重視するようになっており、回答者の49％は、
データの可用性や迅速性に関する外部のサービスプロバイ
ダーに対する監視強化を「極めて難しい」または「非常に難
しい」課題に挙げました。

回答者の多くは、資産運用業務の複数の領域でのパフォー
マンス向上に向け、データおよびアナリティクスの対応力を
高める可能性が「極めて高い」または「非常に高い」と答え
ました。可能性が「極めて高い」または「非常に高い」との回
答が最も多かった領域はポートフォリオマネジメント

（74％）で、これは資産運用会社の中核事業であることから
も当然といえます。それ以外に多くの回答が寄せられた領
域は、顧客エンゲージメント（86％）、オペレーション（バック
オフィスやミドルオフィス）（56％）、商品開発（54％）でした。
データおよびアナリティクスの対応力を高める可能性が「極
めて高い」または「非常に高い」との回答が半分を若干下
回った領域としては、市場リサーチ（49％）と資本市場活動

（49％）が挙げられます。

「情報の爆発的増加により、今後はリスク担当部署
にクオンツ担当者、データサイエンティスト、アナリ
ストをより多く配置する必要があります。チーム構
成を変え、これらのスキルを有するデジタルネイ
ティブなプロフェッショナルを迎え入れなければな
りません」

― 大手資産運用会社の最高リスク責任者

51



グローバルリスクマネジメントサーベイ第 11版

主要なリスクの展望

スク環境が急激に変化し、リスクマネジメントの
将来に注目が集まっていることを踏まえ、今後2
年間で自社にとって最も重要性が高まると考え

られるリスクタイプを三つ挙げてもらったところ、幅広い一
致が見られました。回答者の67％が上位三つのうち一つに
サイバーセキュリティリスクを挙げたうえ、それを筆頭に挙

げた回答者は40％に上り、他のリスクタイプを大きく引き離
す結果となりました。最近の数々のハッキングやその他の不
正行為では金融機関が標的になることが多く、サイバーセ
キュリティリスクに対する規制当局の注目が高まっています
（「サイバーセキュリティリスク」のセクションを参照）。

2016年の調査でもサイバーセキュリティリスクを上げる回
答者が最も多かったのですが、今回の調査では最も重要性
が高まる三つのリスクの一つに挙げる回答者が増え（41％
から67％に上昇）、それを1位に挙げる回答者も増加しまし
た（18％から40％に上昇）。

主要なリスクの管理

リ
2番目に多く挙げられたリスクタイプは戦略リスクとなりま
した（27％、うち1位に挙げたのは12％）。戦略リスクへの注
目の高まりは、グローバルな事業環境や市場における不透
明性や不均等な状況と一致しています。3位は規制／コンプ
ライアンスリスクとなりましたが（25％）、前回の36％からは
減少しました。金融サービス業界には広範な規制要件の遵
守が求められていますが、現在は規制改革のペースは鈍化
しています。

リスクマネジメントでは質の高いデータに迅
速にアクセスする必要があることから、回答
者の23％はデータの完全性リスクを挙げ、前
回の13％から増加しました。規制当局はコン
ダクト・企業文化リスクにもこれまで以上に
目を光らせており、回答者の20％が当該リス
クを重要性が高まるリスクの上位三つのうち
一つに挙げました。

リスクマネジメントの有効性

リスクマネジメント全体の有効性を評価してもらったところ、
「極めて効果的」または「非常に効果的」との回答が82％に
達し、2016年の69％から上昇しました。金融危機後に規制
当局によって導入された新たな要件やガイダンス、またはそ
の改正を受け、リスクマネジメント改革を実施してきた経験
の積み重ねが反映されているのかもしれません。

その自信は米国／カナダで最も高く、89％の回答者が自社
はリスクマネジメントにおいて「極めて効果的」または「非常
に効果的」と答えました。欧州では79％、アジア太平洋地域
では63％でした。

最も重要性が高まるリスクの筆頭に
サイバーセキュリティリスクを挙げた
回答者は40％に上り、他のリスクタイプを
大きく引き離す結果となりました。

財務リスク

信用リスク

世界の多くの国々で景気が上向いていることを受け、重要
性が高まるリスクの上位三つのうち一つに信用リスクを挙げ
る回答者は少なくなりました（前回の32％から16％に低下）。
信用リスクを挙げた回答者は欧州（13％）と米国／カナダ

（11％）でほぼ同率となり、アジア太平洋地域では21％とな
りました。

信用状況は力強さを増していますが、金融機関は信用リス
クイベントの発生可能性を過小評価しないほうがいいで
しょう。連邦準備制度理事会（FRB）と通貨監督庁（OCC）は
ともに、銀行がここ数年で融資引受基準を緩和し、金融危
機後の信用リスクに対する保守的な姿勢を変えてリスクア
ペタイトを高め、融資の拡大に乗り出している点を指摘して
います。OCCは懸念の一つとして、多くの金融機関で融資が
商業不動産にますます集中しており、景気の過熱やインフレ
加速を受けてFRBが予想を上回るペースで利上げを進めた
場合はその信用度が悪化する可能性がある点を挙げてい
ます55。これによって商業不動産向け融資の上限金利が上
昇し、担保価値が下がり、債務不履行が増加する可能性が
あります。さらにはレバレッジ融資ポートフォリオの質の低
下に加え、プライベートエクイティ業界が高レバレッジ取引
から手を引いていることも確認されています。

信用リスクに関する具体的な課題について尋ねると、今後2
年間で各課題への対応が非常に難しくなると感じていると
答えたのは回答者の約30％でした。また、多くの融資タイプ
で、難しい課題をもたらしていると考えている回答者は
2016年の調査よりも減少しました。

「極めて効果的」または「非常に効果的」との回答は財務リス
クの管理で最も多くなり、市場リスク（92％）、信用リスク
（89％）、ALMリスク（87％）、流動性リスク（87％）でした。金
融機関は長年にわたってこれらの財務リスク管理の経験を
積んでおり、モデルやアナリティクスの開発が進み、関連
データへのアクセスも整備されています。

しかし、ノン・ファイナンシャル・リスク全般になると、自社に
対する評価は低くなりました。かねてからリスクマネジメン
トプログラムではノン・ファイナンシャル・リスクをオペレー
ショナルリスクとして対応してきましたが、この領域で自社
は「極めて効果的」または「非常に効果的」との回答は少な
くなりました（56％）。オペレーショナルリスクの管理では、
必要なデータへのアクセスの取得、モデルの構築、リスク評
価、統制において課題が継続しています。

その他のノン・ファイナンシャル・リスクでは、課題はさらに
大きくなっています。規制当局の期待は明確性を欠いてお
り、手法が十分に高度化していないほか、必要なデータへの
アクセスもさらに困難です。風評リスクや戦略リスクなど、定
義や数量化が本質的に難しいリスクもあります。

これらのノン・ファイナンシャル・リスクの管理では、自社を
「極めて効果的」または「非常に効果的」と評価する回答者
は少なくなり、風評リスク（57％）、ビジネスレジリエンスリス
ク（54％）、サイバーセキュリティリスク（52％）、モデルリスク
（51％）、コンダクト・企業文化リスク（50％）、戦略リスク
（46％）、第三者リスク（40％）、地政学リスク（35％）、データ
の完全性リスク（34％）となりました。

リスクマネジメント強化に向けた投資が続いていることを
反映し、複数のリスクタイプで現在は前回に比べ「極めて効
果的」または「非常に効果的」と評価する回答者が増えまし
た。これには、市場リスク（79％から92％に上昇）、国／ソブ
リンリスク（53％から76％に上昇）、長寿リスク（58％から
71％に上昇）、罹患率リスク（48％から65％に上昇）、ビジネ
スレジリエンスリスク（40％から54％に上昇）、サイバーセ
キュリティリスク（42％から52％に上昇）、モデルリスク
（40％から51％に上昇）があります54。
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主要なリスクの展望

スク環境が急激に変化し、リスクマネジメントの
将来に注目が集まっていることを踏まえ、今後2
年間で自社にとって最も重要性が高まると考え

られるリスクタイプを三つ挙げてもらったところ、幅広い一
致が見られました。回答者の67％が上位三つのうち一つに
サイバーセキュリティリスクを挙げたうえ、それを筆頭に挙

げた回答者は40％に上り、他のリスクタイプを大きく引き離
す結果となりました。最近の数々のハッキングやその他の不
正行為では金融機関が標的になることが多く、サイバーセ
キュリティリスクに対する規制当局の注目が高まっています
（「サイバーセキュリティリスク」のセクションを参照）。

2016年の調査でもサイバーセキュリティリスクを上げる回
答者が最も多かったのですが、今回の調査では最も重要性
が高まる三つのリスクの一つに挙げる回答者が増え（41％
から67％に上昇）、それを1位に挙げる回答者も増加しまし
た（18％から40％に上昇）。

主要なリスクの管理

リ
2番目に多く挙げられたリスクタイプは戦略リスクとなりま
した（27％、うち1位に挙げたのは12％）。戦略リスクへの注
目の高まりは、グローバルな事業環境や市場における不透
明性や不均等な状況と一致しています。3位は規制／コンプ
ライアンスリスクとなりましたが（25％）、前回の36％からは
減少しました。金融サービス業界には広範な規制要件の遵
守が求められていますが、現在は規制改革のペースは鈍化
しています。

リスクマネジメントでは質の高いデータに迅
速にアクセスする必要があることから、回答
者の23％はデータの完全性リスクを挙げ、前
回の13％から増加しました。規制当局はコン
ダクト・企業文化リスクにもこれまで以上に
目を光らせており、回答者の20％が当該リス
クを重要性が高まるリスクの上位三つのうち
一つに挙げました。

リスクマネジメントの有効性

リスクマネジメント全体の有効性を評価してもらったところ、
「極めて効果的」または「非常に効果的」との回答が82％に
達し、2016年の69％から上昇しました。金融危機後に規制
当局によって導入された新たな要件やガイダンス、またはそ
の改正を受け、リスクマネジメント改革を実施してきた経験
の積み重ねが反映されているのかもしれません。

その自信は米国／カナダで最も高く、89％の回答者が自社
はリスクマネジメントにおいて「極めて効果的」または「非常
に効果的」と答えました。欧州では79％、アジア太平洋地域
では63％でした。

最も重要性が高まるリスクの筆頭に
サイバーセキュリティリスクを挙げた
回答者は40％に上り、他のリスクタイプを
大きく引き離す結果となりました。

財務リスク

信用リスク

世界の多くの国々で景気が上向いていることを受け、重要
性が高まるリスクの上位三つのうち一つに信用リスクを挙げ
る回答者は少なくなりました（前回の32％から16％に低下）。
信用リスクを挙げた回答者は欧州（13％）と米国／カナダ

（11％）でほぼ同率となり、アジア太平洋地域では21％とな
りました。

信用状況は力強さを増していますが、金融機関は信用リス
クイベントの発生可能性を過小評価しないほうがいいで
しょう。連邦準備制度理事会（FRB）と通貨監督庁（OCC）は
ともに、銀行がここ数年で融資引受基準を緩和し、金融危
機後の信用リスクに対する保守的な姿勢を変えてリスクア
ペタイトを高め、融資の拡大に乗り出している点を指摘して
います。OCCは懸念の一つとして、多くの金融機関で融資が
商業不動産にますます集中しており、景気の過熱やインフレ
加速を受けてFRBが予想を上回るペースで利上げを進めた
場合はその信用度が悪化する可能性がある点を挙げてい
ます55。これによって商業不動産向け融資の上限金利が上
昇し、担保価値が下がり、債務不履行が増加する可能性が
あります。さらにはレバレッジ融資ポートフォリオの質の低
下に加え、プライベートエクイティ業界が高レバレッジ取引
から手を引いていることも確認されています。

信用リスクに関する具体的な課題について尋ねると、今後2
年間で各課題への対応が非常に難しくなると感じていると
答えたのは回答者の約30％でした。また、多くの融資タイプ
で、難しい課題をもたらしていると考えている回答者は
2016年の調査よりも減少しました。

「極めて効果的」または「非常に効果的」との回答は財務リス
クの管理で最も多くなり、市場リスク（92％）、信用リスク
（89％）、ALMリスク（87％）、流動性リスク（87％）でした。金
融機関は長年にわたってこれらの財務リスク管理の経験を
積んでおり、モデルやアナリティクスの開発が進み、関連
データへのアクセスも整備されています。

しかし、ノン・ファイナンシャル・リスク全般になると、自社に
対する評価は低くなりました。かねてからリスクマネジメン
トプログラムではノン・ファイナンシャル・リスクをオペレー
ショナルリスクとして対応してきましたが、この領域で自社
は「極めて効果的」または「非常に効果的」との回答は少な
くなりました（56％）。オペレーショナルリスクの管理では、
必要なデータへのアクセスの取得、モデルの構築、リスク評
価、統制において課題が継続しています。

その他のノン・ファイナンシャル・リスクでは、課題はさらに
大きくなっています。規制当局の期待は明確性を欠いてお
り、手法が十分に高度化していないほか、必要なデータへの
アクセスもさらに困難です。風評リスクや戦略リスクなど、定
義や数量化が本質的に難しいリスクもあります。

これらのノン・ファイナンシャル・リスクの管理では、自社を
「極めて効果的」または「非常に効果的」と評価する回答者
は少なくなり、風評リスク（57％）、ビジネスレジリエンスリス
ク（54％）、サイバーセキュリティリスク（52％）、モデルリスク
（51％）、コンダクト・企業文化リスク（50％）、戦略リスク
（46％）、第三者リスク（40％）、地政学リスク（35％）、データ
の完全性リスク（34％）となりました。

リスクマネジメント強化に向けた投資が続いていることを
反映し、複数のリスクタイプで現在は前回に比べ「極めて効
果的」または「非常に効果的」と評価する回答者が増えまし
た。これには、市場リスク（79％から92％に上昇）、国／ソブ
リンリスク（53％から76％に上昇）、長寿リスク（58％から
71％に上昇）、罹患率リスク（48％から65％に上昇）、ビジネ
スレジリエンスリスク（40％から54％に上昇）、サイバーセ
キュリティリスク（42％から52％に上昇）、モデルリスク
（40％から51％に上昇）があります54。
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信用リスクは、商業不動産においてその管理が「極めて難し
い」または「非常に難しい」との回答が最も多くなりました
（31％）。ここでは米国経済の堅調さが反映されており、商業
不動産の管理が「極めて難しい」または「非常に難しい」もの
になると予想する回答は米国／カナダでは11％に留まり、一
方で欧州では45％、アジア太平洋地域では36％でした。

担保のバリュエーションを「極めて難しい」または「非常に難
しい」課題とした回答者は25％で、前回の調査の38％から
減少しました。ここでも、欧州では37％、アジア太平洋地域
では36％だったのに対し、米国／カナダでは5％のみとなり
ました。

その他の種類の融資に対する信用リスクの管理を「極めて難
しい」または「非常に難しい」と考えている回答者は4分の1を
下回り、また2016年の調査も下回りました。今回の調査で前
回よりも「極めて難しい」または「非常に難しい」との回答が
減った融資を挙げると、無担保融資（33％から20％に低下）、
商業融資（27％から16％に低下）、新興諸国や新興国企業へ
の融資（28％から13％に低下）、住宅ローン／ホームエクイ
ティローン（30％から18％に低下）となっています。

米国財務会計基準審議会（FASB）による現在予想信用損失
（CECL）モデルや国際財務報告基準（IFRS）第9号の下で導
入されつつある新しい減損規定の遵守については、大幅な
進展が見られるとの回答が寄せられました56。CECLとIFRS
第9号の目的はどちらも、信用損失の認識の遅れに対応す
ることです。信用損失の認識の遅れは、貸出金およびリース
債権の貸倒引当金（ALLL）に関する現行の発生損失会計指
針の問題点と認識されています。これに対してCECLとIFRS
第9号は会計基準を改定し、発生損失モデルから予想損失
モデルに変えています。CECLでは、「合理的で裏付け可能な
予測」をはじめ、その時点で入手可能な情報をすべて使用し
て、貸出金の残存期間にわたって予想信用損失を予測する
ことが義務付けられることになります。IFRS第9号では、予
想損失をすべて直ちに認識することを求めていませんが、い
ずれは予想信用損失を計上することを提案しています。

CECLとIFRS第9号は予想信用損失の会計処理における大
きな変更ですが、バーゼル委員会によって求められている自
己資本の計算や経済資本、ストレステスト（CCAR/ドッド・フ
ランク法ストレステスト（DFAST））で用いられている現行の
信用リスク測定手法には、活用できるかもしれない要素が
あります。自社の現行信用リスク管理手法は新しいCECLモ
デルと全面的あるいはほぼ全面的に整合するだろうと考え
ている回答者は前回の26％から71％に上昇しました。IFRS
第9号についても同様の進展が見られ、現行の信用リスク
管理手法が新基準と全面的に整合すると見込んでいる回
答者は2016年の38％から80％に上昇しました。

IFRS第9号については地域によって大きな差が見られまし
た。現行の信用リスク管理手法がIFRS第9号で導入された
新しい減損アプローチと全面的あるいはほぼ全面的に整
合すると見込んでいる回答者は、米国／カナダで80％、欧
州で100％だったのに対し、アジア太平洋地域では22％に
留まりました。

市場リスク

多くの金融機関は市場リスクに対する管理手法や方針を高
度化させており、この領域の課題が「極めて難しい」と答え
た回答者は比較的少数に留まりました。市場リスクの管理
において多くの回答者が「極めて難しい」または「非常に難
しい」と考えている課題は、正確な市場リスクデータの十分
かつ迅速な入手（30％）、すべてのポジションに対する具体
的なリスクの算定（27％）、複数のポートフォリオや事業領
域にまたがって一貫して市場リスクの算定結果を集約する
こと（22％）でした。

流動性リスク

世界金融危機以降、規制当局は流動性リスクの管理にます
ます目を光らせるようになっています。バーゼルIIIで安定調
達比率（NSFR）と流動性カバレッジ比率（LCR）が導入され
たほか、バーゼル委員会はグローバルなシステム上重要な
銀行（GSIB）とグローバル展開する銀行に対して総損失吸
収能力（TLAC）の最低基準を導入しており、流動性ストレス
テストを実施する企業が増えています。

今後2年間で流動性リスク管理に関する課題が非常に難し
くなると考える回答者は比較的少なく、すべての項目で4分
の1を下回りました。これらの課題は前回の調査時と比べて
難易度は低いと考えられるようになっており、金融機関が新
しい流動性要件の遵守において経験を積んできたことが示
唆されます。バーゼルIIIのNSFR遵守に向けたオペレーショ
ンなどの機能への投資を「極めて難しい」または「非常に難
しい」とする回答は11％に留まり、前回の調査の23％から低
下しました。同様に、バーゼルIIIのLCR遵守に向けたオペ
レーションなどの機能への投資を「極めて難しい」または
「非常に難しい」とする回答も、2016年の調査の23％から低
下して8％となりました。

その他、流動性リスクに関して「極めて難しい」または「非常
に難しい」とする回答が減った課題を挙げると、正確な流動
性リスクデータの十分かつ迅速な入手（26％から17％に低
下）、流動性バッファーの費用の自社内における配分（31％
から18％に低下）、信頼できる流動性ストレスシナリオ（シス
テミックと企業固有）の策定と文書化（27％から14％に低
下）、流動性の使用状況をデイリーベースで全社的に管理
すること（31％から18％に低下）でした。

トレーディング勘定の抜本的改定（FRTB）から派生した、
バーゼル委員会による市場リスクの最低所要自己資本の
最終的な枠組みについては、銀行には遵守までの準備期間
があと2年あります。市場リスクの最低所要自己資本に関す
るバーゼル委員会の改定基準の遵守が「極めて難しい」ま
たは「非常に難しい」との回答は21％で、課題の筆頭に挙げ
られた前回の31％よりも少なくなりました。

この領域では大規模金融機関において前回の調査からより
大きな進捗が見られます。2016年の調査では、市場リスクの
最低所要自己資本に関するバーゼル委員会の改定基準の遵
守が「極めて難しい」または「非常に難しい」と回答した大規
模金融機関は55％でしたが、今回は32％に減少しました。

バーゼル委員会の要件の遵守については、米国／カナダの
銀行よりも欧州の銀行のほうが進んでいます。要件の遵守
が「極めて難しい」または「非常に難しい」とした回答者は、
米国／カナダで31％だったのに対し、欧州では19％に留ま
りました。他の成熟した財務リスクタイプと同様、多くの金
融機関は市場リスク管理のその他の課題への対応も進め
ています。「極めて難しい」または「非常に難しい」との回答
は、市場リスク管理の様々な側面で前回よりも減りました。
例を挙げると、資本およびストレステストを目的とした市場
リスク算定結果の活用（17％から11％に低下）、リスクアペ
タイトに照らしたリスクテイクの監視（18％から5％に低
下）、市場リスク管理と全体的なERMプログラムとの整合

（23％から7％に低下）でした。

一方で、正確な市場データの十分かつ迅速な入手を「極め
て難しい」または「非常に難しい」とする回答は前回よりも
増えており（21％から30％に上昇）、効果的なリスクマネジ
メントに必要な質の高いデータへの迅速なアクセスが引き
続き難しいと広く考えられていることと一致しています。
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信用リスクは、商業不動産においてその管理が「極めて難し
い」または「非常に難しい」との回答が最も多くなりました
（31％）。ここでは米国経済の堅調さが反映されており、商業
不動産の管理が「極めて難しい」または「非常に難しい」もの
になると予想する回答は米国／カナダでは11％に留まり、一
方で欧州では45％、アジア太平洋地域では36％でした。

担保のバリュエーションを「極めて難しい」または「非常に難
しい」課題とした回答者は25％で、前回の調査の38％から
減少しました。ここでも、欧州では37％、アジア太平洋地域
では36％だったのに対し、米国／カナダでは5％のみとなり
ました。

その他の種類の融資に対する信用リスクの管理を「極めて難
しい」または「非常に難しい」と考えている回答者は4分の1を
下回り、また2016年の調査も下回りました。今回の調査で前
回よりも「極めて難しい」または「非常に難しい」との回答が
減った融資を挙げると、無担保融資（33％から20％に低下）、
商業融資（27％から16％に低下）、新興諸国や新興国企業へ
の融資（28％から13％に低下）、住宅ローン／ホームエクイ
ティローン（30％から18％に低下）となっています。

米国財務会計基準審議会（FASB）による現在予想信用損失
（CECL）モデルや国際財務報告基準（IFRS）第9号の下で導
入されつつある新しい減損規定の遵守については、大幅な
進展が見られるとの回答が寄せられました56。CECLとIFRS
第9号の目的はどちらも、信用損失の認識の遅れに対応す
ることです。信用損失の認識の遅れは、貸出金およびリース
債権の貸倒引当金（ALLL）に関する現行の発生損失会計指
針の問題点と認識されています。これに対してCECLとIFRS
第9号は会計基準を改定し、発生損失モデルから予想損失
モデルに変えています。CECLでは、「合理的で裏付け可能な
予測」をはじめ、その時点で入手可能な情報をすべて使用し
て、貸出金の残存期間にわたって予想信用損失を予測する
ことが義務付けられることになります。IFRS第9号では、予
想損失をすべて直ちに認識することを求めていませんが、い
ずれは予想信用損失を計上することを提案しています。

CECLとIFRS第9号は予想信用損失の会計処理における大
きな変更ですが、バーゼル委員会によって求められている自
己資本の計算や経済資本、ストレステスト（CCAR/ドッド・フ
ランク法ストレステスト（DFAST））で用いられている現行の
信用リスク測定手法には、活用できるかもしれない要素が
あります。自社の現行信用リスク管理手法は新しいCECLモ
デルと全面的あるいはほぼ全面的に整合するだろうと考え
ている回答者は前回の26％から71％に上昇しました。IFRS
第9号についても同様の進展が見られ、現行の信用リスク
管理手法が新基準と全面的に整合すると見込んでいる回
答者は2016年の38％から80％に上昇しました。

IFRS第9号については地域によって大きな差が見られまし
た。現行の信用リスク管理手法がIFRS第9号で導入された
新しい減損アプローチと全面的あるいはほぼ全面的に整
合すると見込んでいる回答者は、米国／カナダで80％、欧
州で100％だったのに対し、アジア太平洋地域では22％に
留まりました。

市場リスク

多くの金融機関は市場リスクに対する管理手法や方針を高
度化させており、この領域の課題が「極めて難しい」と答え
た回答者は比較的少数に留まりました。市場リスクの管理
において多くの回答者が「極めて難しい」または「非常に難
しい」と考えている課題は、正確な市場リスクデータの十分
かつ迅速な入手（30％）、すべてのポジションに対する具体
的なリスクの算定（27％）、複数のポートフォリオや事業領
域にまたがって一貫して市場リスクの算定結果を集約する
こと（22％）でした。

流動性リスク

世界金融危機以降、規制当局は流動性リスクの管理にます
ます目を光らせるようになっています。バーゼルIIIで安定調
達比率（NSFR）と流動性カバレッジ比率（LCR）が導入され
たほか、バーゼル委員会はグローバルなシステム上重要な
銀行（GSIB）とグローバル展開する銀行に対して総損失吸
収能力（TLAC）の最低基準を導入しており、流動性ストレス
テストを実施する企業が増えています。

今後2年間で流動性リスク管理に関する課題が非常に難し
くなると考える回答者は比較的少なく、すべての項目で4分
の1を下回りました。これらの課題は前回の調査時と比べて
難易度は低いと考えられるようになっており、金融機関が新
しい流動性要件の遵守において経験を積んできたことが示
唆されます。バーゼルIIIのNSFR遵守に向けたオペレーショ
ンなどの機能への投資を「極めて難しい」または「非常に難
しい」とする回答は11％に留まり、前回の調査の23％から低
下しました。同様に、バーゼルIIIのLCR遵守に向けたオペ
レーションなどの機能への投資を「極めて難しい」または
「非常に難しい」とする回答も、2016年の調査の23％から低
下して8％となりました。

その他、流動性リスクに関して「極めて難しい」または「非常
に難しい」とする回答が減った課題を挙げると、正確な流動
性リスクデータの十分かつ迅速な入手（26％から17％に低
下）、流動性バッファーの費用の自社内における配分（31％
から18％に低下）、信頼できる流動性ストレスシナリオ（シス
テミックと企業固有）の策定と文書化（27％から14％に低
下）、流動性の使用状況をデイリーベースで全社的に管理
すること（31％から18％に低下）でした。

トレーディング勘定の抜本的改定（FRTB）から派生した、
バーゼル委員会による市場リスクの最低所要自己資本の
最終的な枠組みについては、銀行には遵守までの準備期間
があと2年あります。市場リスクの最低所要自己資本に関す
るバーゼル委員会の改定基準の遵守が「極めて難しい」ま
たは「非常に難しい」との回答は21％で、課題の筆頭に挙げ
られた前回の31％よりも少なくなりました。

この領域では大規模金融機関において前回の調査からより
大きな進捗が見られます。2016年の調査では、市場リスクの
最低所要自己資本に関するバーゼル委員会の改定基準の遵
守が「極めて難しい」または「非常に難しい」と回答した大規
模金融機関は55％でしたが、今回は32％に減少しました。

バーゼル委員会の要件の遵守については、米国／カナダの
銀行よりも欧州の銀行のほうが進んでいます。要件の遵守
が「極めて難しい」または「非常に難しい」とした回答者は、
米国／カナダで31％だったのに対し、欧州では19％に留ま
りました。他の成熟した財務リスクタイプと同様、多くの金
融機関は市場リスク管理のその他の課題への対応も進め
ています。「極めて難しい」または「非常に難しい」との回答
は、市場リスク管理の様々な側面で前回よりも減りました。
例を挙げると、資本およびストレステストを目的とした市場
リスク算定結果の活用（17％から11％に低下）、リスクアペ
タイトに照らしたリスクテイクの監視（18％から5％に低
下）、市場リスク管理と全体的なERMプログラムとの整合

（23％から7％に低下）でした。

一方で、正確な市場データの十分かつ迅速な入手を「極め
て難しい」または「非常に難しい」とする回答は前回よりも
増えており（21％から30％に上昇）、効果的なリスクマネジ
メントに必要な質の高いデータへの迅速なアクセスが引き
続き難しいと広く考えられていることと一致しています。
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ALM

ALMも財務リスクタイプとしては成熟しており、この領域の
課題を特に難しいと考える回答者は30％に届きませんでし
た。ALMに関する課題のうち、「極めて難しい」または「非常
に難しい」との回答が最も多かったのは、銀行勘定の金利リ
スク（IRRBB）と信用リスクのモデルを銀行勘定内で統合し
ストレスシナリオに織り込むこと（29％）、金利やバランス
シートの変化に伴う純金利収入への影響を動的にモデル
化すること（27％）、資産や負債に関する正確なデータを十
分かつ迅速に入手すること（24％）でした。回答が最も少な
かったのは取締役会のリスクアペタイトに沿ったリスクの測
定で、「極めて難しい」または「非常に難しい」との回答は前
回の20％から9％に減少しました。

ノン・ファイナンシャル・リスク

規制当局や多くの金融機関の間では、財務面や風評面に多
大な影響を及ぼし得るノン・ファイナンシャル・リスクをより
重視すべきであると広く認識されてきています。事実、「ノン・
ファイナンシャル・リスク」という言葉が出てきたこと自体
が、オペレーショナルリスクに対する従来の考え方では足り
なくなってきたことや、関連するリスクのグループ化が進ん
でいることを示唆しています57。ノン・ファイナンシャル・リス
クには、サイバーセキュリティリスク、規制リスク、コンダク
ト・企業文化リスクなどがあり、その多くで注目度や重要性
が大幅に高まっています。企業はノン・ファイナンシャル・リ
スクをさらに注視することのメリットを認識し、ガバナンス
構造やリスクマネジメント能力を拡充して、これらのリスク
を監視・管理したほうがいいでしょう。ノン・ファイナンシャ
ル・リスク間の相互の関係性への対応を進めるため、最高リ
スク責任者（CRO）の下にノン・ファイナンシャル・リスク部門
を置いて、社内のノン・ファイナンシャル・リスク管理部門を
集約することに着手した企業もあります。

オペレーショナルリスク

バーゼル委員会は、モデルに基づいた先進的計測手法
（AMA）を標準的計測手法（SMA）に置き換えることにより、
オペレーショナルリスク資本の計測方法を抜本的に改めま
した。SMAはニつの変数を用いて計測されます。一つ目はビ
ジネス規模指標で、銀行の事業規模を様々な側面で表すこ
とを目的とした特定の財務データで計算されます。ニつ目
は損失実績部分で、オペレーショナルリスク損失実績に基
づいて計算されます。結果的に銀行は、内部損失のデータ
ベースが可能な限り正確で、有効なITシステム、プロセス、
統制によってサポートされていることを徹底する必要があり
ます。この新アプローチでは、オペレーショナル損失実績を
低減する措置を講じれば、所要オペレーショナルリスク資
本を減らせることになります58。最終規則は2022年1月1日
に実施されます。

事実、オペレーショナルリスクの管理において自社が「極め
て効果的」または「非常に効果的」との回答は56％に留ま
り、その測定、管理の本質的な難しさが反映されています。
自社のオペレーショナルリスクの管理手法の多くにおいて

「開発が極めて進んでいる」または「非常に進んでいる」との
回答は5割に達しませんでしたが、前回の調査よりは増えて
おり、重要リスク指標で30％から45％に上昇、スコアカード
で12％から36％に上昇、原因事象分析で16％から32％に
上昇、外部の損失事象データ／データベースで19％から
31％に上昇しました（図17）。

多くの金融機関が、オペレーショナルリスクプログラムの
様々な側面の変更や強化をすでに終えたか、今まさに実施
していると答えました。対応済みとの回答が最も多かったの
は、オペレーショナルリスク報告（72％）と、オペレーショナ
ルリスク評価（70％）でした。

目前に迫るバーゼルIIIでのオペレーショナルリスク管理の
変更への備えについては、65％の回答者が、インシデント報
告と内部の損失事象データ／データベースの変更や強化
をすでに終えたか、または取り組み中と答えました。驚くこ
とに、バーゼル委員会によるオペレーショナルリスク測定に
向けた標準的計測手法に関する指針案への準備として変
更や強化に取り組んでいるとの回答は31％に留まりまし
た。これは、実施予定日である2022年1月1日まで期間が長
いことと、既存の損失データベースが十分に活用可能との
認識のいずれか、または両方が反映されているのかもしれま
せん。それでも、幅広くレディネス分析を行い、SMAがもたらす
影響を把握し、実施プランを策定することが推奨されます。

バーゼルIIIおけるオペレーショナルリスク資本の変更案を
遵守するには正確な内部の損失事象データベースを維持
することが必要不可欠ですが、この点では進展が見られる
ようです。インシデント報告と内部の損失事象データ／デー
タベースが「極めて発達している」または「非常に発達して
いる」との回答は前回の45％から増えて55％となりました。

しかし、バーゼルIIIの改定で求められるSMAの導入に必要
な内部損失データの具体的な側面の完備については、なす
べきことがまだまだあることは明らかです。「極めて発達し
ている」または「非常に発達している」との評価が最も多
かった課題は、オペレーショナルリスク損失事象タイプへの
損失事象の一貫したマッピング（44％）でした。次に多かっ
たのは、3分の1を若干超える回答者が「極めて発達してい
る」または「非常に発達している」と評価した、内部損失デー
タの十分な期間の蓄積（39％）、損失データ事象の完全性
（37％）、様々な組織単位をまたいだ損失事象捕捉の一貫
性（36％）、法的な損失データ情報の十分性と精度（34％）、
損失データ情報の品質（34％）となりました。これらに続く
二つの項目は「極めて発達している」または「非常に発達し
ている」との評価が低くなり、テールイベントの網羅（26％）、
限界リスク項目の取り扱い（19％）となりました。

「ノン・ファイナンシャル・リスクの規模や重要性が
高まっています。焦点は従来のオペレーショナルリ
スクを超えて、サイバーリスク、コンダクト・企業文
化リスク、第三者リスクの管理に移ってきています。
これらのリスクから生じる課題に対応するには、リ
ソースを追加しなければなりません」

― 多角化が進んでいる大規模金融サービス企業
のリスク担当幹部

図17
貴社において、以下の各オペレーショナルリスクマネジメント手法はどの程度十分に開発されていますか？

出所：デロイトの分析

数値は、「極めて発達している」「非常に発達している」との回答の割合を合算したもの
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ALMも財務リスクタイプとしては成熟しており、この領域の
課題を特に難しいと考える回答者は30％に届きませんでし
た。ALMに関する課題のうち、「極めて難しい」または「非常
に難しい」との回答が最も多かったのは、銀行勘定の金利リ
スク（IRRBB）と信用リスクのモデルを銀行勘定内で統合し
ストレスシナリオに織り込むこと（29％）、金利やバランス
シートの変化に伴う純金利収入への影響を動的にモデル
化すること（27％）、資産や負債に関する正確なデータを十
分かつ迅速に入手すること（24％）でした。回答が最も少な
かったのは取締役会のリスクアペタイトに沿ったリスクの測
定で、「極めて難しい」または「非常に難しい」との回答は前
回の20％から9％に減少しました。

ノン・ファイナンシャル・リスク

規制当局や多くの金融機関の間では、財務面や風評面に多
大な影響を及ぼし得るノン・ファイナンシャル・リスクをより
重視すべきであると広く認識されてきています。事実、「ノン・
ファイナンシャル・リスク」という言葉が出てきたこと自体
が、オペレーショナルリスクに対する従来の考え方では足り
なくなってきたことや、関連するリスクのグループ化が進ん
でいることを示唆しています57。ノン・ファイナンシャル・リス
クには、サイバーセキュリティリスク、規制リスク、コンダク
ト・企業文化リスクなどがあり、その多くで注目度や重要性
が大幅に高まっています。企業はノン・ファイナンシャル・リ
スクをさらに注視することのメリットを認識し、ガバナンス
構造やリスクマネジメント能力を拡充して、これらのリスク
を監視・管理したほうがいいでしょう。ノン・ファイナンシャ
ル・リスク間の相互の関係性への対応を進めるため、最高リ
スク責任者（CRO）の下にノン・ファイナンシャル・リスク部門
を置いて、社内のノン・ファイナンシャル・リスク管理部門を
集約することに着手した企業もあります。

オペレーショナルリスク

バーゼル委員会は、モデルに基づいた先進的計測手法
（AMA）を標準的計測手法（SMA）に置き換えることにより、
オペレーショナルリスク資本の計測方法を抜本的に改めま
した。SMAはニつの変数を用いて計測されます。一つ目はビ
ジネス規模指標で、銀行の事業規模を様々な側面で表すこ
とを目的とした特定の財務データで計算されます。ニつ目
は損失実績部分で、オペレーショナルリスク損失実績に基
づいて計算されます。結果的に銀行は、内部損失のデータ
ベースが可能な限り正確で、有効なITシステム、プロセス、
統制によってサポートされていることを徹底する必要があり
ます。この新アプローチでは、オペレーショナル損失実績を
低減する措置を講じれば、所要オペレーショナルリスク資
本を減らせることになります58。最終規則は2022年1月1日
に実施されます。

事実、オペレーショナルリスクの管理において自社が「極め
て効果的」または「非常に効果的」との回答は56％に留ま
り、その測定、管理の本質的な難しさが反映されています。
自社のオペレーショナルリスクの管理手法の多くにおいて

「開発が極めて進んでいる」または「非常に進んでいる」との
回答は5割に達しませんでしたが、前回の調査よりは増えて
おり、重要リスク指標で30％から45％に上昇、スコアカード
で12％から36％に上昇、原因事象分析で16％から32％に
上昇、外部の損失事象データ／データベースで19％から
31％に上昇しました（図17）。

多くの金融機関が、オペレーショナルリスクプログラムの
様々な側面の変更や強化をすでに終えたか、今まさに実施
していると答えました。対応済みとの回答が最も多かったの
は、オペレーショナルリスク報告（72％）と、オペレーショナ
ルリスク評価（70％）でした。

目前に迫るバーゼルIIIでのオペレーショナルリスク管理の
変更への備えについては、65％の回答者が、インシデント報
告と内部の損失事象データ／データベースの変更や強化
をすでに終えたか、または取り組み中と答えました。驚くこ
とに、バーゼル委員会によるオペレーショナルリスク測定に
向けた標準的計測手法に関する指針案への準備として変
更や強化に取り組んでいるとの回答は31％に留まりまし
た。これは、実施予定日である2022年1月1日まで期間が長
いことと、既存の損失データベースが十分に活用可能との
認識のいずれか、または両方が反映されているのかもしれま
せん。それでも、幅広くレディネス分析を行い、SMAがもたらす
影響を把握し、実施プランを策定することが推奨されます。

バーゼルIIIおけるオペレーショナルリスク資本の変更案を
遵守するには正確な内部の損失事象データベースを維持
することが必要不可欠ですが、この点では進展が見られる
ようです。インシデント報告と内部の損失事象データ／デー
タベースが「極めて発達している」または「非常に発達して
いる」との回答は前回の45％から増えて55％となりました。

しかし、バーゼルIIIの改定で求められるSMAの導入に必要
な内部損失データの具体的な側面の完備については、なす
べきことがまだまだあることは明らかです。「極めて発達し
ている」または「非常に発達している」との評価が最も多
かった課題は、オペレーショナルリスク損失事象タイプへの
損失事象の一貫したマッピング（44％）でした。次に多かっ
たのは、3分の1を若干超える回答者が「極めて発達してい
る」または「非常に発達している」と評価した、内部損失デー
タの十分な期間の蓄積（39％）、損失データ事象の完全性
（37％）、様々な組織単位をまたいだ損失事象捕捉の一貫
性（36％）、法的な損失データ情報の十分性と精度（34％）、
損失データ情報の品質（34％）となりました。これらに続く
二つの項目は「極めて発達している」または「非常に発達し
ている」との評価が低くなり、テールイベントの網羅（26％）、
限界リスク項目の取り扱い（19％）となりました。

「ノン・ファイナンシャル・リスクの規模や重要性が
高まっています。焦点は従来のオペレーショナルリ
スクを超えて、サイバーリスク、コンダクト・企業文
化リスク、第三者リスクの管理に移ってきています。
これらのリスクから生じる課題に対応するには、リ
ソースを追加しなければなりません」

― 多角化が進んでいる大規模金融サービス企業
のリスク担当幹部

図17
貴社において、以下の各オペレーショナルリスクマネジメント手法はどの程度十分に開発されていますか？

出所：デロイトの分析

数値は、「極めて発達している」「非常に発達している」との回答の割合を合算したもの
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他のオペレーショナルリスク領域を変更または強化してい
るとの回答も過半数に上り、オペレーショナルリスクガバナ
ンス（62％）、オペレーショナルリスクの枠組み（60％）、オペ
レーショナルリスク解析（58％）、オペレーショナル損失デー
タセット（50％）となりました。

第三者との関係性からも特異なオペレーショナルリスクが
もたらされています。例を挙げると、契約不履行、知的財産
の盗用、法律違反および倫理に反する行為、情報漏洩、イン
フラ障害や災害時における業務提供不能などです。ベン
ダーは金融機関の直接の統制下にはなく、ベンダー自身が
作業を他のベンダーに再委託している場合があります。一
部のベンダーの統制が脆弱でオペレーショナルリスクの枠
組みの効果が薄いことを原因として、問題が発見されない
まま大きくなる可能性があります。第三者の行動が多額の

金銭的損失や風評被害につながる可能性があり、規制当局
はベンダーの行動に対する責任は金融機関にあると明確
化しました。

外部のサービスプロバイダーとの関係性から生じるリスク
の管理が「極めて効果的」または「非常に効果的」と評価す
る回答者は40％に留まりました。また、第三者との関係性
の中に存在する特定のリスクの管理についても、「極めて効
果的」または「非常に効果的」との回答は比較的少数に留ま
りました。第三者リスクの管理が「極めて効果的」または「非
常に効果的」との回答が最も多かったのは、財務リスク

（60％）、規制／コンプライアンスリスク（54％）でした。その
他の領域では自社に対する評価は格段に低くなりました。
第三者との関係性に起因する風評リスクの管理について

「極めて効果的」または「非常に効果的」と回答したのは
34％、業績およびオペレーションに関わるリスクについては
44％に留まりました。

サイバーセキュリティリスク

世界の金融機関や規制当局はサイバーセキュリティリスク
の管理を一層重視するようになっており、その度合いは高ま
る一方であると予想されます。2016年のサイバー攻撃によ
る損失はその3年前と比べて30％増加し、すべての産業を
合わせて4,450億米ドルと推計されるうえ、銀行やその他の
金融機関はハッカーの主な標的にされています59。金融機
関に対するサイバー攻撃の数は、その他の業種の企業に対
する攻撃の4倍に上ると推計されています60。

サイバー攻撃の脅威は巧妙さを増し続けており、今では顧
客データなどの機密情報の入手、ランサムウェアのインス
トール、未承認の決済の開始、スパイ活動、オンラインシステ
ムの破壊などに及んでいます。米財務省は、米国の金融業

界が直面する最大のリスクの一つにサ
イバー攻撃を挙げました61。国際銀行間
通信協会（SWIFT）は2017年11月、世界
中の銀行に対してサイバーリスクの増
加を警告し、2016年2月に発生したバン
グラデシュ中央銀行における8,100万米
ドルの不正送金以降、ハッカーたちの能
力は高まっていると指摘しました62。ハッ
カー集団「コバルト」は2016年以降の世

界の銀行100行以上に対するサイバー攻撃に関与しており、
およそ10億ユーロを不正に取得しています63。

2017年7月には、イタリアの銀行が40万件の顧客口座から
機密情報を盗み取られました64。機密の顧客データが盗ま
れる可能性を受け、EU一般データ保護規則（GDPR）やその
他の消費者プライバシー保護規制の対象となる金融機関
には追加の規制上の課題が生じています。業界がオープン
バンキングを受け入れるようになれば、顧客情報を受け渡
した後に悪用されたり不適切に開示されたりした場合の責
任の所在が追加の課題となるでしょう。

保険の規制当局は、サイバーセキュリティに対するアプロー
チの策定では初期段階にあります。欧州保険・年金監督機
構（EIOPA）はサイバーリスクに係る定性的要素を2018年の
ストレステストに組み入れることを検討すると述べました。

規制当局は個々の金融機関の監督に加え、サイバー攻撃が
金融システム全体にもたらすリスクへの対応を始めていま
す。世界中の金融機関、提携相手であるテクノロジー企業、
そして金融市場の相互接続が増しており、サイバー攻撃に
よって世界の金融システムが短時間で損害を被る可能性が
あります。証券監督者国際機構（IOSCO）はサイバーセキュ
リティリスクを「世界中の金融市場の完全性、効率性、健全
性にとって高まりつつある大きな脅威」であるとしました67。
欧州委員会（EC）は、各金融機関および業界全体に及ぶ広
範な対策パッケージの一環として、EUのサイバーセキュリ
ティ担当機関である欧州ネットワーク情報セキュリティ庁の
権限強化を提案しています。香港金融管理局（HKMA）のサ
イバーセキュリティ防衛計画（Cybersecurity Fortification 
Initiative）など、香港やシンガポールでも規制当局によって
プログラムが立ち上げられ、サイバー攻撃に対する業界全
体の回復力向上に取り組んでいます68。

回答者の67％が最も重要性が高まるリスクタイプの上位三
つのうち一つにサイバーセキュリティリスクを挙げたうえ、そ
れを筆頭に挙げた回答者は40％に上り、他のリスクタイプ
を大きく引き離す結果となりました。サイバーセキュリティリ
スクの管理において自社が「極めて効果的」または「非常に
効果的」との回答は、2016年の調査の42％からは上昇した
ものの52％止まりであることには、このリスクタイプに対す
る意識の高まりが反映されているかもしれません。

サイバーセキュリティの脅威やリスクの管理が「極めて効果
的」または「非常に効果的」との回答が多かった領域は、妨
害型（disruptive）攻撃（58％）、金銭的損失または不正行為
リスク（57％）、顧客に起因するサイバーセキュリティリスク

（5 4 ％）、機 密 性の高いデータの損 失（5 4 ％）、破 壊 型
（destructive）攻撃（53％）でした。

規制当局は金融機関に対し、堅固な統制や復旧計画を策
定し、十分に深刻なシナリオ下で徹底的なテストを行ってい
ることを示すよう一層求めるようになるでしょう。不備への
対応が不十分であることを規制当局が発見した場合は、罰
金や処罰を受ける可能性があります。

2016年に米国の複数の連邦銀行規制機関がサイバーリス
ク管理基準の強化に関するルール策定案を事前通告しまし
たが、これらの規制機関をまとめる新しい主導部門がルー
ル作りに代えて米国立標準技術研究所によるサイバーセ
キュリティの枠組みなどの既存の基準を採用するかどうか
は不透明です。

欧州中央銀行（ECB）は2018年5月に、サイバー攻撃に対す
る金融業界の回復力をテストする枠組みを公表しました65。
イングランド銀行と英金融行為規制機構は2018年7月、英
国の金融サービス企業に対し、サイバーセキュリティリスク
へのエクスポージャーと、攻撃への対応方法の報告を義務
付けると発表しました66。欧州銀行監督機構（EBA）の監督
上の検証・評価プロセス（Supervisory Review and Evalua-
tion Process）に新たに盛り込まれた「情報通信技術リスク
に関するガイドライン」を適用した場合、オペレーショナルリ
スク評価の一環として、サイバーリスク管理上の未対応の
不備について第二の柱の資本要件が追加される可能性が
あります。

第三者の行動が多額の金銭的損失や
風評被害につながる可能性があり、
規制当局はベンダーの行動に対する
責任は金融機関にあると明確化しました。

「サイバーリスクは取締役会内のリスク委員会で
毎回議題に上がっています。サイバー分野におけ
る最大の課題は、モジュールの修正や更新を継続
的に管理し、脆弱性に先んじるという総力戦です。
起こるかもしれないインシデントを管理するため
のコンティンジェンシープランも策定中です」

― 大手多国籍保険会社（金融サービスも提供）
の最高リスク責任者
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他のオペレーショナルリスク領域を変更または強化してい
るとの回答も過半数に上り、オペレーショナルリスクガバナ
ンス（62％）、オペレーショナルリスクの枠組み（60％）、オペ
レーショナルリスク解析（58％）、オペレーショナル損失デー
タセット（50％）となりました。

第三者との関係性からも特異なオペレーショナルリスクが
もたらされています。例を挙げると、契約不履行、知的財産
の盗用、法律違反および倫理に反する行為、情報漏洩、イン
フラ障害や災害時における業務提供不能などです。ベン
ダーは金融機関の直接の統制下にはなく、ベンダー自身が
作業を他のベンダーに再委託している場合があります。一
部のベンダーの統制が脆弱でオペレーショナルリスクの枠
組みの効果が薄いことを原因として、問題が発見されない
まま大きくなる可能性があります。第三者の行動が多額の

金銭的損失や風評被害につながる可能性があり、規制当局
はベンダーの行動に対する責任は金融機関にあると明確
化しました。

外部のサービスプロバイダーとの関係性から生じるリスク
の管理が「極めて効果的」または「非常に効果的」と評価す
る回答者は40％に留まりました。また、第三者との関係性
の中に存在する特定のリスクの管理についても、「極めて効
果的」または「非常に効果的」との回答は比較的少数に留ま
りました。第三者リスクの管理が「極めて効果的」または「非
常に効果的」との回答が最も多かったのは、財務リスク

（60％）、規制／コンプライアンスリスク（54％）でした。その
他の領域では自社に対する評価は格段に低くなりました。
第三者との関係性に起因する風評リスクの管理について

「極めて効果的」または「非常に効果的」と回答したのは
34％、業績およびオペレーションに関わるリスクについては
44％に留まりました。

サイバーセキュリティリスク

世界の金融機関や規制当局はサイバーセキュリティリスク
の管理を一層重視するようになっており、その度合いは高ま
る一方であると予想されます。2016年のサイバー攻撃によ
る損失はその3年前と比べて30％増加し、すべての産業を
合わせて4,450億米ドルと推計されるうえ、銀行やその他の
金融機関はハッカーの主な標的にされています59。金融機
関に対するサイバー攻撃の数は、その他の業種の企業に対
する攻撃の4倍に上ると推計されています60。

サイバー攻撃の脅威は巧妙さを増し続けており、今では顧
客データなどの機密情報の入手、ランサムウェアのインス
トール、未承認の決済の開始、スパイ活動、オンラインシステ
ムの破壊などに及んでいます。米財務省は、米国の金融業

界が直面する最大のリスクの一つにサ
イバー攻撃を挙げました61。国際銀行間
通信協会（SWIFT）は2017年11月、世界
中の銀行に対してサイバーリスクの増
加を警告し、2016年2月に発生したバン
グラデシュ中央銀行における8,100万米
ドルの不正送金以降、ハッカーたちの能
力は高まっていると指摘しました62。ハッ
カー集団「コバルト」は2016年以降の世

界の銀行100行以上に対するサイバー攻撃に関与しており、
およそ10億ユーロを不正に取得しています63。

2017年7月には、イタリアの銀行が40万件の顧客口座から
機密情報を盗み取られました64。機密の顧客データが盗ま
れる可能性を受け、EU一般データ保護規則（GDPR）やその
他の消費者プライバシー保護規制の対象となる金融機関
には追加の規制上の課題が生じています。業界がオープン
バンキングを受け入れるようになれば、顧客情報を受け渡
した後に悪用されたり不適切に開示されたりした場合の責
任の所在が追加の課題となるでしょう。

保険の規制当局は、サイバーセキュリティに対するアプロー
チの策定では初期段階にあります。欧州保険・年金監督機
構（EIOPA）はサイバーリスクに係る定性的要素を2018年の
ストレステストに組み入れることを検討すると述べました。

規制当局は個々の金融機関の監督に加え、サイバー攻撃が
金融システム全体にもたらすリスクへの対応を始めていま
す。世界中の金融機関、提携相手であるテクノロジー企業、
そして金融市場の相互接続が増しており、サイバー攻撃に
よって世界の金融システムが短時間で損害を被る可能性が
あります。証券監督者国際機構（IOSCO）はサイバーセキュ
リティリスクを「世界中の金融市場の完全性、効率性、健全
性にとって高まりつつある大きな脅威」であるとしました67。
欧州委員会（EC）は、各金融機関および業界全体に及ぶ広
範な対策パッケージの一環として、EUのサイバーセキュリ
ティ担当機関である欧州ネットワーク情報セキュリティ庁の
権限強化を提案しています。香港金融管理局（HKMA）のサ
イバーセキュリティ防衛計画（Cybersecurity Fortification 
Initiative）など、香港やシンガポールでも規制当局によって
プログラムが立ち上げられ、サイバー攻撃に対する業界全
体の回復力向上に取り組んでいます68。

回答者の67％が最も重要性が高まるリスクタイプの上位三
つのうち一つにサイバーセキュリティリスクを挙げたうえ、そ
れを筆頭に挙げた回答者は40％に上り、他のリスクタイプ
を大きく引き離す結果となりました。サイバーセキュリティリ
スクの管理において自社が「極めて効果的」または「非常に
効果的」との回答は、2016年の調査の42％からは上昇した
ものの52％止まりであることには、このリスクタイプに対す
る意識の高まりが反映されているかもしれません。

サイバーセキュリティの脅威やリスクの管理が「極めて効果
的」または「非常に効果的」との回答が多かった領域は、妨
害型（disruptive）攻撃（58％）、金銭的損失または不正行為
リスク（57％）、顧客に起因するサイバーセキュリティリスク

（5 4 ％）、機 密 性の高いデータの損 失（5 4 ％）、破 壊 型
（destructive）攻撃（53％）でした。

規制当局は金融機関に対し、堅固な統制や復旧計画を策
定し、十分に深刻なシナリオ下で徹底的なテストを行ってい
ることを示すよう一層求めるようになるでしょう。不備への
対応が不十分であることを規制当局が発見した場合は、罰
金や処罰を受ける可能性があります。

2016年に米国の複数の連邦銀行規制機関がサイバーリス
ク管理基準の強化に関するルール策定案を事前通告しまし
たが、これらの規制機関をまとめる新しい主導部門がルー
ル作りに代えて米国立標準技術研究所によるサイバーセ
キュリティの枠組みなどの既存の基準を採用するかどうか
は不透明です。

欧州中央銀行（ECB）は2018年5月に、サイバー攻撃に対す
る金融業界の回復力をテストする枠組みを公表しました65。
イングランド銀行と英金融行為規制機構は2018年7月、英
国の金融サービス企業に対し、サイバーセキュリティリスク
へのエクスポージャーと、攻撃への対応方法の報告を義務
付けると発表しました66。欧州銀行監督機構（EBA）の監督
上の検証・評価プロセス（Supervisory Review and Evalua-
tion Process）に新たに盛り込まれた「情報通信技術リスク
に関するガイドライン」を適用した場合、オペレーショナルリ
スク評価の一環として、サイバーリスク管理上の未対応の
不備について第二の柱の資本要件が追加される可能性が
あります。

第三者の行動が多額の金銭的損失や
風評被害につながる可能性があり、
規制当局はベンダーの行動に対する
責任は金融機関にあると明確化しました。

「サイバーリスクは取締役会内のリスク委員会で
毎回議題に上がっています。サイバー分野におけ
る最大の課題は、モジュールの修正や更新を継続
的に管理し、脆弱性に先んじるという総力戦です。
起こるかもしれないインシデントを管理するため
のコンティンジェンシープランも策定中です」

― 大手多国籍保険会社（金融サービスも提供）
の最高リスク責任者
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その他の脅威については、自社のリスク管理の取り組みを
高く評価する声は少なくなりました。外部の提携企業から生
じるサイバーセキュリティリスクの管理が「極めて効果的」ま
たは「非常に効果的」との回答は31％に留まり、評価が最も
低い項目となりました。最近は国家が関与するサイバー攻撃
が複数発生しており、国家（政府）の関与する脅威に対して

「極めて効果的」または「非常に効果的」との回答は37％に
留まりました。「極めて効果的」または「非常に効果的」との回
答が半数に満たなかったその他の脅威は、内部脅威（44％）
と熟練のハクティビストからの脅威（43％）でした。

直面する複雑なサイバーセキュリティの脅威を効果的に管
理するリスクマネジメントプログラムの強化において、金融

機関は様々な課題に直面しています。「極めて難しい」また
は「非常に難しい」課題として最も多く挙げられたのは、変
化するビジネスニーズの一歩先を行くこと（社会的、モバイ
ル、アナリティクス、クラウドなど）（58％）、高度の技術を有
する攻撃者の脅威への対応（国家や熟練のハクティビスト
など）（58％）でした（図18）。

サイバー攻撃の脅威が大幅に増大し、また巧妙さを増すに
つれ、適切な経験を有する熟練のプロの獲得競争が熾烈に
なっています。「極めて難しい」または「非常に難しい」課題と
して2番目に挙げられたのは、熟練のサイバーセキュリティ
要員の採用・確保（56％）でした。

2017年12月にオーストラリアで設立された金融業界の不正
行為を調査する王立委員会は2018年9月に中間報告を公
表し、金融機関にはびこる不正行為とともに、オーストラリ
ア健全性規制庁（APRA）やオーストラリア証券投資委員会
によるコンダクトリスクの監督が不適切であることを指摘し
ました70。2019年2月に公表が予定されている最終報告で
は、オーストラリアにおける規制当局によるコンダクトリス
クの監視が大きく変わることが予想され、他の法域の規制
当局のモデルになる可能性があります。米国、英国、香港な
どでも、説明責任を強化することによってコンダクト・企業
文化リスクの管理を強化しようという取り組みが規制当局
によって行われています71。

金融機関には明確かつ公平で誤解のない方法での商品の
販売が期待されています。金銭的利益を守る力が弱い脆弱
な顧客の取り扱いには特に注目が集まっています。脆弱な
顧客グループは個人の状況の変化に伴って変わり続けるた
め、そのような顧客の定義は様々な要素に依存し、また変
化しやすくなっています。IOSCO、英金融行為規制機構、欧
州システミックリスク理事会、EIOPAなどの規制当局によっ
て、脆弱な顧客と接する際の金融機関の責任に対処するた
めの取り組みが進められています72。

サイバーセキュリティインシデントの膨大な発生件数に鑑
み、金融機関はサイバーセキュリティの専門家確保に加えて、
予測分析や自動化の活用を増やしているようです。ハッキン
グや侵害への金融機関の対応は後手に回ることがあまり
にも多くなっています。アナリティクスは脅威を予測しスク
リーニングして、発生前に是正措置を自動で行うことができ
ますが、特に脅威が内部のものである場合は、人が介入し
て脅威を確認し調査する必要も出てくるでしょう69。

サイバーセキュリティへの取り組みにおいては、複数の領域
で進展が見られます。金融機関はサイバーセキュリティへの
投資を続けており、複数の課題で「極めて難しい」または「非
常に難しい」とする回答が前回の調査よりも減少しました。
サイバーセキュリティリスクにおける役割を各ビジネスに理
解してもらうこと（47％から31％に低下）、複数年にわたる
効果的なサイバーセキュリティリスク戦略の策定と取締役
会からの承認取得（53％から31％に低下）、継続的な資金
／投資の確保（38％から18％に低下）となっています。

自社のサイバーセキュリティリスク管理プログラムの運用に
ついても評価が高まっており、運用上の課題を「極めて難し
い」または「非常に難しい」とする回答は2年前よりも少なく
なりました。サイバーセキュリティプログラムの現状を示す
実行可能な指標（重要リスク指標（KRI）および重要業績評
価指標（KPI））の策定で55％から38％に低下、実行可能で
ほぼリアルタイムの脅威情報の入手で57％から36％に低
下しています。

コンダクト・企業文化

世界中の金融機関で不正行為や倫理に反する行為が複数
生じたことを受け、コンダクト・企業文化リスクにより注力
し、個人、特に上級幹部の説明責任を重視することが世界
のトレンドとなっています。英国では「シニアマネジャーおよ
び認証レジーム」が確立されて久しく、また金融安定理事会

（FSB）は、上級幹部個人の説明責任を高め、企業文化リス
クに対処するためのガバナンスの枠組みの推進に優先的に
取り組んでいます。欧州証券市場監督機構やEBAによる新
指針は、社内のガバナンスを改善し、上級幹部の適格性の
評価を向上させることを目的としています。
 

「コンダクトリスクの観点からは、人材教育や企業
文化の強化に取り組み続けることが非常に重要
です。当社のCROはコンダクトリスク評価の非公
式な方法の一つとして、タウンホールミーティング
や幹部との協議でリスクがどのように議論される
か、そしてそれが企業のあらゆる階層にどのように
浸透するかに注目しています」

― 大規模金融サービス会社の
リスクマネジメント担当上級幹部

図18
サイバーセキュリティリスクの管理において、
以下の各項目は貴社にとってどの程度難しいと考えていますか？

出所：デロイトの分析

数値は、「極めて難しい」「非常に難しい」との回答の割合を合算したもの
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各ビジネスに理解してもらうこと

複数年にわたる効果的なサイバーセキュリティリスク
戦略の策定と取締役会からの承認取得

‒実行可能でほぼリアルタイムの脅威情報の入手

サイバーセキュリティプログラムの現状を
示す実行可能な指標（重要リスク指標（KRI）および

重要業績評価指標（KPI））の策定

熟練のサイバーセキュリティ要員の採用・確保

高度の技術を有する攻撃者の脅威への対応
（国家や熟練のハクティビストなど）

変化するビジネスニーズの一歩先を行くこと
（社会的、モバイル、アナリティクス、クラウドなど）
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その他の脅威については、自社のリスク管理の取り組みを
高く評価する声は少なくなりました。外部の提携企業から生
じるサイバーセキュリティリスクの管理が「極めて効果的」ま
たは「非常に効果的」との回答は31％に留まり、評価が最も
低い項目となりました。最近は国家が関与するサイバー攻撃
が複数発生しており、国家（政府）の関与する脅威に対して

「極めて効果的」または「非常に効果的」との回答は37％に
留まりました。「極めて効果的」または「非常に効果的」との回
答が半数に満たなかったその他の脅威は、内部脅威（44％）
と熟練のハクティビストからの脅威（43％）でした。

直面する複雑なサイバーセキュリティの脅威を効果的に管
理するリスクマネジメントプログラムの強化において、金融

機関は様々な課題に直面しています。「極めて難しい」また
は「非常に難しい」課題として最も多く挙げられたのは、変
化するビジネスニーズの一歩先を行くこと（社会的、モバイ
ル、アナリティクス、クラウドなど）（58％）、高度の技術を有
する攻撃者の脅威への対応（国家や熟練のハクティビスト
など）（58％）でした（図18）。

サイバー攻撃の脅威が大幅に増大し、また巧妙さを増すに
つれ、適切な経験を有する熟練のプロの獲得競争が熾烈に
なっています。「極めて難しい」または「非常に難しい」課題と
して2番目に挙げられたのは、熟練のサイバーセキュリティ
要員の採用・確保（56％）でした。

2017年12月にオーストラリアで設立された金融業界の不正
行為を調査する王立委員会は2018年9月に中間報告を公
表し、金融機関にはびこる不正行為とともに、オーストラリ
ア健全性規制庁（APRA）やオーストラリア証券投資委員会
によるコンダクトリスクの監督が不適切であることを指摘し
ました70。2019年2月に公表が予定されている最終報告で
は、オーストラリアにおける規制当局によるコンダクトリス
クの監視が大きく変わることが予想され、他の法域の規制
当局のモデルになる可能性があります。米国、英国、香港な
どでも、説明責任を強化することによってコンダクト・企業
文化リスクの管理を強化しようという取り組みが規制当局
によって行われています71。

金融機関には明確かつ公平で誤解のない方法での商品の
販売が期待されています。金銭的利益を守る力が弱い脆弱
な顧客の取り扱いには特に注目が集まっています。脆弱な
顧客グループは個人の状況の変化に伴って変わり続けるた
め、そのような顧客の定義は様々な要素に依存し、また変
化しやすくなっています。IOSCO、英金融行為規制機構、欧
州システミックリスク理事会、EIOPAなどの規制当局によっ
て、脆弱な顧客と接する際の金融機関の責任に対処するた
めの取り組みが進められています72。

サイバーセキュリティインシデントの膨大な発生件数に鑑
み、金融機関はサイバーセキュリティの専門家確保に加えて、
予測分析や自動化の活用を増やしているようです。ハッキン
グや侵害への金融機関の対応は後手に回ることがあまり
にも多くなっています。アナリティクスは脅威を予測しスク
リーニングして、発生前に是正措置を自動で行うことができ
ますが、特に脅威が内部のものである場合は、人が介入し
て脅威を確認し調査する必要も出てくるでしょう69。

サイバーセキュリティへの取り組みにおいては、複数の領域
で進展が見られます。金融機関はサイバーセキュリティへの
投資を続けており、複数の課題で「極めて難しい」または「非
常に難しい」とする回答が前回の調査よりも減少しました。
サイバーセキュリティリスクにおける役割を各ビジネスに理
解してもらうこと（47％から31％に低下）、複数年にわたる
効果的なサイバーセキュリティリスク戦略の策定と取締役
会からの承認取得（53％から31％に低下）、継続的な資金
／投資の確保（38％から18％に低下）となっています。

自社のサイバーセキュリティリスク管理プログラムの運用に
ついても評価が高まっており、運用上の課題を「極めて難し
い」または「非常に難しい」とする回答は2年前よりも少なく
なりました。サイバーセキュリティプログラムの現状を示す
実行可能な指標（重要リスク指標（KRI）および重要業績評
価指標（KPI））の策定で55％から38％に低下、実行可能で
ほぼリアルタイムの脅威情報の入手で57％から36％に低
下しています。

コンダクト・企業文化

世界中の金融機関で不正行為や倫理に反する行為が複数
生じたことを受け、コンダクト・企業文化リスクにより注力
し、個人、特に上級幹部の説明責任を重視することが世界
のトレンドとなっています。英国では「シニアマネジャーおよ
び認証レジーム」が確立されて久しく、また金融安定理事会

（FSB）は、上級幹部個人の説明責任を高め、企業文化リス
クに対処するためのガバナンスの枠組みの推進に優先的に
取り組んでいます。欧州証券市場監督機構やEBAによる新
指針は、社内のガバナンスを改善し、上級幹部の適格性の
評価を向上させることを目的としています。
 

「コンダクトリスクの観点からは、人材教育や企業
文化の強化に取り組み続けることが非常に重要
です。当社のCROはコンダクトリスク評価の非公
式な方法の一つとして、タウンホールミーティング
や幹部との協議でリスクがどのように議論される
か、そしてそれが企業のあらゆる階層にどのように
浸透するかに注目しています」

― 大規模金融サービス会社の
リスクマネジメント担当上級幹部

図18
サイバーセキュリティリスクの管理において、
以下の各項目は貴社にとってどの程度難しいと考えていますか？

出所：デロイトの分析

数値は、「極めて難しい」「非常に難しい」との回答の割合を合算したもの
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各ビジネスに理解してもらうこと

複数年にわたる効果的なサイバーセキュリティリスク
戦略の策定と取締役会からの承認取得

‒実行可能でほぼリアルタイムの脅威情報の入手

サイバーセキュリティプログラムの現状を
示す実行可能な指標（重要リスク指標（KRI）および

重要業績評価指標（KPI））の策定

熟練のサイバーセキュリティ要員の採用・確保

高度の技術を有する攻撃者の脅威への対応
（国家や熟練のハクティビストなど）

変化するビジネスニーズの一歩先を行くこと
（社会的、モバイル、アナリティクス、クラウドなど）
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インドでは最高裁判所が2017年にプライバシーを基本的権
利とする判決を下し、2018年7月には判事スリクリシュナを
議長とするスリクリシュナ委員会が2018年個人情報保護法
を提出しました74。2017年には中国政府も民法総則におい
てプライバシーの権利を定め、サイバーセキュリティ法に
よってデータ保護が改めて強化されました75。

アナリティクスやAIソリューションを用いた商品の設計、販
売には大量の顧客データが必要となり、新しい顧客プライ
バシー保護規制を遵守しながらそれを進めるのは難しいか
もしれません。例えばGDPRでは、個人情報の収集に顧客の
同意が必要になり、また顧客には自身に法的効果が生じる
自動処理に基づく判断について説明を求め、異議を申し立
てる権利が認められています。企業は必要とされる同意を
取得し、顧客からの質問には明確な説明をしなければなり
ません。AI技術における深層学習やニューラルネットワーク
ではどのデータが自動的な判断の基になっているかが明確
でないことがあるため、企業がこれらを利用している場合
は、GDPRの遵守は難しいかもしれません。

規制による影響に関して回答者の半数以上が憂慮している
と答えた最後の項目は、既存事業のコスト増大を招く基準
や規制（53％）でした。コンプライアンス費用の増大が重要
な要因の一つとなり、金融機関は効率性向上のため、ロボ
ティック・プロセス・オートメーション（RPA）やコグニティブア
ナリティクスに目を向けるようになっています。

規制当局がノン・ファイナンシャル・リスクの管理に一層目
を光らせるようになっているにもかかわらず、ノン・ファイナ
ンシャル・リスク分野での規制の影響を「極めて憂慮してい
る」または「非常に憂慮している」と答えた回答者は36％に
留まりました。

同様に、マネーロンダリング防止の遵守を「極めて憂慮して
いる」または「非常に憂慮している」と答えた回答者は38％
に留まりました。しかし、これはあまりにも楽観的ということ
になるかもしれません。この分野での最近の規制要件違反
を受け、特に欧州でマネーロンダリング防止措置の増加を
予想する声もあります。マルタやデンマークでのマネーロン
ダリング防止規制の不適切な執行に懸念が集まったことを
受け、EBAは現在すべてのEU加盟国を対象として、マネーロ
ンダリング防止要件の監督のレビューを計画しています。

保険監督者国際機構（IAIS）は保険会社を対象とした国際
的な自己資本基準の策定に引き続き取り組んでいますが、
解決を要する重要な課題がまだいくつか残されています 

（「業界特集：保険」を参照）。2018年には欧州で金融商品市
場指令（MiFID）、保険販売業務指令（IDD）、GDPRなど、複数
の規制が発効しました。また世界の規制当局も、サイバーセ
キュリティリスク、コンダクト・企業文化リスク、第三者リスク
などの比較的新しいノン・ファイナンシャル・リスクや、リスク
データの品質と可用性などをさらに重視するようになって
います。

こういった進展を反映し、回答者の83％は今後2年間で自
社への規制要件は増えると予想しており、3分の1は大幅に
増えると答えました。

規制当局がサイバーセキュリティに注目していることを受け、
規制当局の取り組みによって今後2年間で自社が受ける影響
を「極めて憂慮している」または「非常に憂慮している」との回
答はサイバーレジリエンスの領域で最も多くなりました

（59％）（図19）（「サイバーセキュリティ」のセクションを参照）。

顧客データのプライバシー保護も規制当局の関心事の一
つです。回答者の54％はデータプライバシー規制による影
響を「極めて憂慮している」または「非常に憂慮している」と
答え、2番目に多い回答となりました。

個人データの利用やデータプライバシーへの懸念が高まっ
ていることを受け、規制当局は金融機関による顧客データ
の利用方法への監視を強めています。GDPRでは、企業の拠
点がどこにあるかを問わず、EU市民のデータを保有するす
べての企業に対して新しいデータ保護要件が課されました。
様々な規定の中でも、とりわけ個人情報の入手には消費者
の事前同意が必要になります。GDPRが課される企業には
2018年5月の実施日までにデータ保護評価を完了し、必要
に応じて改善計画を整備することが義務付けられました。

「規制当局の期待は変化しながら押し寄せ続けて
おり、規制環境全体を評価してそれについていくこ
とが時に困難なこともあります」

― 大手多国籍保険会社（金融サービスも提供）
の最高リスク責任者

リスクマネジメント上の責務として、コンダクトリスクを監視
し全社的にリスクカルチャーを定着させることの重要性が
高まっており、取締役会に適切な役割を持たせることが必
要になるでしょう。加えて、その活動を明確なコンダクト・企
業文化プログラムとして正式化することにより、認知度を高
め、その重要性を全社員に伝え、リスクの特定と管理のため
に取るべき具体的なステップをリストアップすることも必要
になるかもしれません。

規制リスク

規制改革のペースは全体として鈍化しているとはいえ、規
制当局による大規模な調査や監督意見に直面することもい
まだ多く、多くの金融機関が規制の厳しさに緩みはないと
感じる結果になっています。重要な規制方針の数々にも引
き続き進展が見られます。バーゼル委員会はバーゼルIIIの
最終化をもって金融危機後の規制改革への取り組みを終
了すると発表しました。しかし、バーゼルIIIの実施は2022年
に予定され、また段階的に実施されるアウトプットフロアの
完全実施は2027年になるため、この終了は比較的長い実
施準備期間を伴うことになります。実際、欧州連合の承認が
必要になるため、2022年の導入期限を疑う向きもあります。
さらに一部の実施項目は、国や地域の規制当局がこの国際
基準をいつどのように採用するかに委ねられています。世界
中の政府や規制当局が、自国の利益やニーズを考慮し、世界
的に合意された基準を修正して適用することにますます前
向きになっており、本調査の回答者の37％はこの点を「極め
て憂慮している」または「非常に憂慮している」と答えました。

先進アナリティクスやAIテクノロジーにより、コンダクトリス
ク管理の有効性を大幅に高める機会が生まれています。手
始めにこれらのテクノロジーを利用することにより、脆弱な
顧客を自動的に特定し、その分析を定期的に更新すること
ができます。分析ツールを自然言語処理と合わせて使えば、
電子メール、携帯電話のメール、チャットなど、非構造化
データの心理状況やトーンを分析し、不正やインサイダー取
引などのコンダクトリスクの発生を検知し、場合によっては
防ぐことも可能になります。

多くの金融機関にとって、コンダクト・企業文化リスクの管
理は難しいものとなっています。各リスクの管理の有効性
について尋ねたところ、コンダクト・企業文化リスクの管理
が「極めて効果的」または「非常に効果的」との回答は50％
で、31項目あるリスクタイプの中で25位となりました。金融
機関が営業スタッフに代えてAIボットを導入すれば営業活
動におけるコンダクトリスクは減るかもしれませんが、AIに
よって効率性が高まり、スピードや取り扱い数量が増加する
ことで、実際に発生する不正行為の規模が格段に大きくな
る可能性があります73。

コンダクトリスクの監視を取締役会の責任とする回答者が
50％に留まっていることを考えると、多くの金融機関ではど
ちらかといえば経営陣の責任であると考えられているのか
もしれません。一方で、全社的なリスクカルチャーの確立・
定着化の支援／リスクに関する自由な議論の促進は取締
役会の責任であるとする回答は67％に上りました。リスクマ
ネジメント上の優先順位については、55％の回答者がリス
クカルチャーの全社的な確立と定着を「優先順位が極めて
高い」または「非常に高い」とした一方で、正式なコンダク
ト・企業文化プログラムの確立を最優先課題とした回答者
は28％に留まりました。これらの結果は、具体的なコンダク
トリスクへの対応よりも、強固なリスクカルチャーが広く求
められていることへの認識が高まっていることの表れかも
しれません。

「コンダクトリスクについては、コンプライアンス部
門、リスク部門、監査部門による各事業部門の統
制環境の評価をプロセスに組み込んでいます。そ
の評価に基づき、組織単位で総合評価を行いま
す。この評価は報酬にも影響します」

― 多角化が進んでいる大規模金融サービス会社
の最高リスク責任者
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インドでは最高裁判所が2017年にプライバシーを基本的権
利とする判決を下し、2018年7月には判事スリクリシュナを
議長とするスリクリシュナ委員会が2018年個人情報保護法
を提出しました74。2017年には中国政府も民法総則におい
てプライバシーの権利を定め、サイバーセキュリティ法に
よってデータ保護が改めて強化されました75。

アナリティクスやAIソリューションを用いた商品の設計、販
売には大量の顧客データが必要となり、新しい顧客プライ
バシー保護規制を遵守しながらそれを進めるのは難しいか
もしれません。例えばGDPRでは、個人情報の収集に顧客の
同意が必要になり、また顧客には自身に法的効果が生じる
自動処理に基づく判断について説明を求め、異議を申し立
てる権利が認められています。企業は必要とされる同意を
取得し、顧客からの質問には明確な説明をしなければなり
ません。AI技術における深層学習やニューラルネットワーク
ではどのデータが自動的な判断の基になっているかが明確
でないことがあるため、企業がこれらを利用している場合
は、GDPRの遵守は難しいかもしれません。

規制による影響に関して回答者の半数以上が憂慮している
と答えた最後の項目は、既存事業のコスト増大を招く基準
や規制（53％）でした。コンプライアンス費用の増大が重要
な要因の一つとなり、金融機関は効率性向上のため、ロボ
ティック・プロセス・オートメーション（RPA）やコグニティブア
ナリティクスに目を向けるようになっています。

規制当局がノン・ファイナンシャル・リスクの管理に一層目
を光らせるようになっているにもかかわらず、ノン・ファイナ
ンシャル・リスク分野での規制の影響を「極めて憂慮してい
る」または「非常に憂慮している」と答えた回答者は36％に
留まりました。

同様に、マネーロンダリング防止の遵守を「極めて憂慮して
いる」または「非常に憂慮している」と答えた回答者は38％
に留まりました。しかし、これはあまりにも楽観的ということ
になるかもしれません。この分野での最近の規制要件違反
を受け、特に欧州でマネーロンダリング防止措置の増加を
予想する声もあります。マルタやデンマークでのマネーロン
ダリング防止規制の不適切な執行に懸念が集まったことを
受け、EBAは現在すべてのEU加盟国を対象として、マネーロ
ンダリング防止要件の監督のレビューを計画しています。

保険監督者国際機構（IAIS）は保険会社を対象とした国際
的な自己資本基準の策定に引き続き取り組んでいますが、
解決を要する重要な課題がまだいくつか残されています 

（「業界特集：保険」を参照）。2018年には欧州で金融商品市
場指令（MiFID）、保険販売業務指令（IDD）、GDPRなど、複数
の規制が発効しました。また世界の規制当局も、サイバーセ
キュリティリスク、コンダクト・企業文化リスク、第三者リスク
などの比較的新しいノン・ファイナンシャル・リスクや、リスク
データの品質と可用性などをさらに重視するようになって
います。

こういった進展を反映し、回答者の83％は今後2年間で自
社への規制要件は増えると予想しており、3分の1は大幅に
増えると答えました。

規制当局がサイバーセキュリティに注目していることを受け、
規制当局の取り組みによって今後2年間で自社が受ける影響
を「極めて憂慮している」または「非常に憂慮している」との回
答はサイバーレジリエンスの領域で最も多くなりました

（59％）（図19）（「サイバーセキュリティ」のセクションを参照）。

顧客データのプライバシー保護も規制当局の関心事の一
つです。回答者の54％はデータプライバシー規制による影
響を「極めて憂慮している」または「非常に憂慮している」と
答え、2番目に多い回答となりました。

個人データの利用やデータプライバシーへの懸念が高まっ
ていることを受け、規制当局は金融機関による顧客データ
の利用方法への監視を強めています。GDPRでは、企業の拠
点がどこにあるかを問わず、EU市民のデータを保有するす
べての企業に対して新しいデータ保護要件が課されました。
様々な規定の中でも、とりわけ個人情報の入手には消費者
の事前同意が必要になります。GDPRが課される企業には
2018年5月の実施日までにデータ保護評価を完了し、必要
に応じて改善計画を整備することが義務付けられました。

「規制当局の期待は変化しながら押し寄せ続けて
おり、規制環境全体を評価してそれについていくこ
とが時に困難なこともあります」

― 大手多国籍保険会社（金融サービスも提供）
の最高リスク責任者

リスクマネジメント上の責務として、コンダクトリスクを監視
し全社的にリスクカルチャーを定着させることの重要性が
高まっており、取締役会に適切な役割を持たせることが必
要になるでしょう。加えて、その活動を明確なコンダクト・企
業文化プログラムとして正式化することにより、認知度を高
め、その重要性を全社員に伝え、リスクの特定と管理のため
に取るべき具体的なステップをリストアップすることも必要
になるかもしれません。

規制リスク

規制改革のペースは全体として鈍化しているとはいえ、規
制当局による大規模な調査や監督意見に直面することもい
まだ多く、多くの金融機関が規制の厳しさに緩みはないと
感じる結果になっています。重要な規制方針の数々にも引
き続き進展が見られます。バーゼル委員会はバーゼルIIIの
最終化をもって金融危機後の規制改革への取り組みを終
了すると発表しました。しかし、バーゼルIIIの実施は2022年
に予定され、また段階的に実施されるアウトプットフロアの
完全実施は2027年になるため、この終了は比較的長い実
施準備期間を伴うことになります。実際、欧州連合の承認が
必要になるため、2022年の導入期限を疑う向きもあります。
さらに一部の実施項目は、国や地域の規制当局がこの国際
基準をいつどのように採用するかに委ねられています。世界
中の政府や規制当局が、自国の利益やニーズを考慮し、世界
的に合意された基準を修正して適用することにますます前
向きになっており、本調査の回答者の37％はこの点を「極め
て憂慮している」または「非常に憂慮している」と答えました。

先進アナリティクスやAIテクノロジーにより、コンダクトリス
ク管理の有効性を大幅に高める機会が生まれています。手
始めにこれらのテクノロジーを利用することにより、脆弱な
顧客を自動的に特定し、その分析を定期的に更新すること
ができます。分析ツールを自然言語処理と合わせて使えば、
電子メール、携帯電話のメール、チャットなど、非構造化
データの心理状況やトーンを分析し、不正やインサイダー取
引などのコンダクトリスクの発生を検知し、場合によっては
防ぐことも可能になります。

多くの金融機関にとって、コンダクト・企業文化リスクの管
理は難しいものとなっています。各リスクの管理の有効性
について尋ねたところ、コンダクト・企業文化リスクの管理
が「極めて効果的」または「非常に効果的」との回答は50％
で、31項目あるリスクタイプの中で25位となりました。金融
機関が営業スタッフに代えてAIボットを導入すれば営業活
動におけるコンダクトリスクは減るかもしれませんが、AIに
よって効率性が高まり、スピードや取り扱い数量が増加する
ことで、実際に発生する不正行為の規模が格段に大きくな
る可能性があります73。

コンダクトリスクの監視を取締役会の責任とする回答者が
50％に留まっていることを考えると、多くの金融機関ではど
ちらかといえば経営陣の責任であると考えられているのか
もしれません。一方で、全社的なリスクカルチャーの確立・
定着化の支援／リスクに関する自由な議論の促進は取締
役会の責任であるとする回答は67％に上りました。リスクマ
ネジメント上の優先順位については、55％の回答者がリス
クカルチャーの全社的な確立と定着を「優先順位が極めて
高い」または「非常に高い」とした一方で、正式なコンダク
ト・企業文化プログラムの確立を最優先課題とした回答者
は28％に留まりました。これらの結果は、具体的なコンダク
トリスクへの対応よりも、強固なリスクカルチャーが広く求
められていることへの認識が高まっていることの表れかも
しれません。

「コンダクトリスクについては、コンプライアンス部
門、リスク部門、監査部門による各事業部門の統
制環境の評価をプロセスに組み込んでいます。そ
の評価に基づき、組織単位で総合評価を行いま
す。この評価は報酬にも影響します」

― 多角化が進んでいる大規模金融サービス会社
の最高リスク責任者
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「規制当局による期待水準は常に高まり続けてお
り、これが大幅に下がることを予想する人はいな
いと思います。規制当局が明らかに範囲を広げ過
ぎている分野もありますが、規制当局の期待に応
えるために確立されたプロセスの多くによって過
去の実務が大幅に改善されてきたことに疑いの余
地はありません」

― 大規模グローバル金融サービス企業
のリスク担当幹部

図19
監督や規制プロセスに関する以下の項目が
今後2年間で貴社に及ぼし得る影響について、貴社はどの程度憂慮していますか？

出所：デロイトの分析
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M&A計画に対する規制当局の監視

採算性の高い事業に対する制約や禁止の結果、
ビジネスモデルや法的構造の大幅な変化が必要になること

システム上重要な金融機関（SIFI）への要件

規制当局による改善措置の義務付け

規制当局によるノン・ファイナンシャル・リスク重視の姿勢の強化

各国の規制当局による世界基準の修正適用

マネーロンダリング防止規制の遵守

消費者保護規制の遵守

文書化義務付けおよびプログラムのコンプライアンス実証証拠に
係る費用の増大（主な前提条件、意思決定、モデルなど）

公式・非公式の取締措置を講じる規制当局の意向

規制当局による煩雑で厳格な調査

既存事業のコスト増大を招く基準や規制

データプライバシー保護規制

サイバーレジリエンス

数値は、「極めて憂慮している」「非常に憂慮している」との回答の割合を合算したもの

スクデータ戦略とITシステムは金融機関にとっ
て長年の課題となっています。最新テクノロジー
の活用を通して効率性を高めると同時に、潜在

するリスクイベントを監視し予防策を講じる能力を高めよう
としている今日において、その重要性はますます高まってい
ます。

リスクデータ戦略とインフラの面で自社が「極めて効果的」
または「非常に効果的」と考えている回答者は3分の1にも
届きませんでした。「極めて効果的」または「非常に効果的」
との回答が最も多かったのは、データガバナンス（34％）と
データの統制／検証（33％）でした。その他の項目では「極
めて効果的」または「非常に効果的」との回答はさらに少な
くなり、データ管理（KPIやKRI）（25％）、データ標準（28％）、
データ品質（19％）でした。

リスクマネジメント情報システム
およびテクノロジー

リ 規制当局は金融機関に対してリスクデータの改善を求め続
けています。バーゼル委員会がグローバルなシステム上重
要な銀行（G-SIB）による実施を目的として2013年に公表し
た「実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原
則」（BCBS239）は、世界中の規制当局が金融業界のリスク
データプログラムの適切性をより全般的に評価する際のベ

ンチマークとなりました。BCBS239原
則の中核にあるのは、データガバナン
スが強固であること、データアーキテ
クチャやITインフラが機能や実務を全
面的にサポートしていること、正確か
つ完全で適合性のある集計を適時に
行うこと、そして正確、包括的、明確か
つ有益な報告を行うことです。2018年
6月にはBCBS239の最新の進捗報告
が公表され、銀行は「原則の遵守は難
しい」と考えており、「多くの銀行で遵

守予定日が先送りされている」と結論付けられています76。

米国では複数の規制当局が、銀行は財務、法的組織、流動
性、資本、破綻処理計画の各分野を網羅した外部及び経営
陣に対する報告をサポートする総合的なデータ環境を備え
るべきであるとの期待を表明しました。

オーストラリアでは、オーストラリア健全性規制庁（APRA）
が預金受入金融機関におけるリスクデータ改善の必要性
を指摘し、大手金融機関から収集するデータ量やその精度
を高めることを提案しています。インド準備銀行も同様の意
向を表明し、データガバナンスに加えて、データポイントの
ソースや品質に対する監視を強化しています77。

規制要件の確実な遵守以外でも、
リスクデータやITシステムの重要性は
ますます高まっています。新しいテクノロジー
にはリスクマネジメントの効率性と有効性の
両方を高める潜在能力があるからです。
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スクデータ戦略とITシステムは金融機関にとっ
て長年の課題となっています。最新テクノロジー
の活用を通して効率性を高めると同時に、潜在

するリスクイベントを監視し予防策を講じる能力を高めよう
としている今日において、その重要性はますます高まってい
ます。

リスクデータ戦略とインフラの面で自社が「極めて効果的」
または「非常に効果的」と考えている回答者は3分の1にも
届きませんでした。「極めて効果的」または「非常に効果的」
との回答が最も多かったのは、データガバナンス（34％）と
データの統制／検証（33％）でした。その他の項目では「極
めて効果的」または「非常に効果的」との回答はさらに少な
くなり、データ管理（KPIやKRI）（25％）、データ標準（28％）、
データ品質（19％）でした。

リスクマネジメント情報システム
およびテクノロジー

リ 規制当局は金融機関に対してリスクデータの改善を求め続
けています。バーゼル委員会がグローバルなシステム上重
要な銀行（G-SIB）による実施を目的として2013年に公表し
た「実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原
則」（BCBS239）は、世界中の規制当局が金融業界のリスク
データプログラムの適切性をより全般的に評価する際のベ

ンチマークとなりました。BCBS239原
則の中核にあるのは、データガバナン
スが強固であること、データアーキテ
クチャやITインフラが機能や実務を全
面的にサポートしていること、正確か
つ完全で適合性のある集計を適時に
行うこと、そして正確、包括的、明確か
つ有益な報告を行うことです。2018年
6月にはBCBS239の最新の進捗報告
が公表され、銀行は「原則の遵守は難
しい」と考えており、「多くの銀行で遵

守予定日が先送りされている」と結論付けられています76。

米国では複数の規制当局が、銀行は財務、法的組織、流動
性、資本、破綻処理計画の各分野を網羅した外部及び経営
陣に対する報告をサポートする総合的なデータ環境を備え
るべきであるとの期待を表明しました。

オーストラリアでは、オーストラリア健全性規制庁（APRA）
が預金受入金融機関におけるリスクデータ改善の必要性
を指摘し、大手金融機関から収集するデータ量やその精度
を高めることを提案しています。インド準備銀行も同様の意
向を表明し、データガバナンスに加えて、データポイントの
ソースや品質に対する監視を強化しています77。

規制要件の確実な遵守以外でも、
リスクデータやITシステムの重要性は
ますます高まっています。新しいテクノロジー
にはリスクマネジメントの効率性と有効性の
両方を高める潜在能力があるからです。
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データの品質、適時性、規制を遵守した利用についての基
準も増やす必要があるでしょう。とりわけ、消費者の同意が
必要とされるGDPRの要件を遵守しながらこういったテクノ
ロジーツールを効果的に利用することはより困難です（「規
制リスク」のセクションを参照）。また、こういったテクノロ
ジーの利用により、モデルリスクやサイバーリスクの効果的
な管理の重要性が一層高まるでしょう。

金融機関の多くはリスクマネジメント部門で最新テクノロ
ジーをすでに利用しているか、または利用を計画しています
が、いまのところこれらのテクノロジーの全般的な採用は比
較的限られています（図20）。現在自社で活用しているとの
回答が最も多かったのは、クラウドコンピューティング

（48％）、ビッグデータとアナリティクス（40％）、ビジネスプ
ロセスモデリング（BPM）ツール（38％）でした。

驚くべきことに、反復性のある手作業を人が関与することな
く自動化することによってコストを削減し正確性を向上させ
るという点でRPAの可能性に注目が集まっているにもかか
わらず、現在これを活用しているとの回答はわずか29％で
した79。これ以外の最新テクノロジーについては、活用して
いるとの回答は30％を下回り、機械学習（25％）、ビジネス
上の意思決定モデリング（BDM）ツール（24％）、コグニティ
ブアナリティクス（自然言語処理／自然言語生成を含む）
（19％）となりました。これらのテクノロジーを活用してリス
クマネジメントプログラムを強化する機会が相当程度残っ
ていることは明らかです。

多くの金融機関では、統合データアーキテクチャや効果的
なデータ統制の枠組みの導入に多大な労力を必要とする
でしょう。この取り組みの一環として、データを各ビジネスラ
インで独立して管理、保管する体制から、最高責任者レベル
の幹部が管理する企業資産とみなす体制への移行が進ん
でいます。組織全体のデータ管理責任を誰かに課すことが
重要であり、最高データ責任者（CDO）職を設置する金融機
関が増えています。

規制要件の確実な遵守以外でも、リスクデータやITシステ
ムの重要性はますます高まっています。新しいテクノロジー
にはリスクマネジメントの効率性と有効性の両方を高める
潜在能力があるからです。機械学習やコグニティブアナリ
ティクスツールによる予測や判断には体系的なプログラミ
ングは必要なく、また自然言語処理アプリケーションと合わ
せて使用すれば、電子メールや携帯電話のメールなどの非
構造化データを解釈して分析可能な体系的データに変換
し、潜在するリスクイベントを発生前に特定して対処するこ
とができます。ロボティック・プロセス・オートメーション
（RPA）を利用すれば、人によるサンプルテストに代えてトラ
ンザクションすべてをテストし、例外事項について注意を喚
起することができます。自然言語処理アプリケーションを用
いて規制要件を抽出し、それらを統制活動にマッピングす
れば、規制の遵守状況が向上するかもしれません78。

相当なメリットが得られることは確実ですが、金融機関はこ
れらのテクノロジーから生み出される恐れのある増大する
リスクの管理に備える必要があるでしょう。自動化されたソ
リューションによって人的ミスの可能性を減らすことはでき
ますが、トランザクションをより速くより大量に行うこともで
き、その結果、ミスや統制の機能停止が生じた際のリスクが
大きくなる可能性があります。中間管理職が実施しているレ
ビューよりも、機械学習アルゴリズムから生成された結果を
テストする必要性のほうが大きくなるかもしれません。

さらには、価格設定や商品開発において機械学習やニュー
ラルネットワークなどのAIツールへの依存が高まるにつれ、
想定外のバイアス、詐欺的プログラム、正確性を欠く自動処
理結果など、これらのアプリケーションから生まれる追加の
リスクに対処するためのリスクマネジメントの枠組みやリス
クアペタイトを適用する必要が出てくるでしょう。

「当社では、読んで分析しなければならない書類
が大量にある領域で自然言語処理を利用してお
り、なくてはならないツールになりつつあります」

― 多角化が進んでいる大規模グローバル金融サービス企業
のリスク担当幹部

図20
貴社はリスクマネジメント部門において以下の最新テクノロジーを利用していますか、
または利用を計画していますか？

注：四捨五入しているため、各数値を合算しても合計値と異なる場合があります。

現在利用している 利用を計画している
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機械学習

ロボティック・プロセス・オートメーション

クラウドコンピューティング

ビッグデータとアナリティクス

図21
最新テクノロジーの活用により、以下の各リスクマネジメント領域において
どの程度のメリットが得られると考えていますか？

出所：デロイトの分析

数値は、「極めて大きなメリットが得られる」「非常に大きなメリットが得られる」との回答の割合を合算したもの
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データの品質、適時性、規制を遵守した利用についての基
準も増やす必要があるでしょう。とりわけ、消費者の同意が
必要とされるGDPRの要件を遵守しながらこういったテクノ
ロジーツールを効果的に利用することはより困難です（「規
制リスク」のセクションを参照）。また、こういったテクノロ
ジーの利用により、モデルリスクやサイバーリスクの効果的
な管理の重要性が一層高まるでしょう。

金融機関の多くはリスクマネジメント部門で最新テクノロ
ジーをすでに利用しているか、または利用を計画しています
が、いまのところこれらのテクノロジーの全般的な採用は比
較的限られています（図20）。現在自社で活用しているとの
回答が最も多かったのは、クラウドコンピューティング

（48％）、ビッグデータとアナリティクス（40％）、ビジネスプ
ロセスモデリング（BPM）ツール（38％）でした。

驚くべきことに、反復性のある手作業を人が関与することな
く自動化することによってコストを削減し正確性を向上させ
るという点でRPAの可能性に注目が集まっているにもかか
わらず、現在これを活用しているとの回答はわずか29％で
した79。これ以外の最新テクノロジーについては、活用して
いるとの回答は30％を下回り、機械学習（25％）、ビジネス
上の意思決定モデリング（BDM）ツール（24％）、コグニティ
ブアナリティクス（自然言語処理／自然言語生成を含む）
（19％）となりました。これらのテクノロジーを活用してリス
クマネジメントプログラムを強化する機会が相当程度残っ
ていることは明らかです。

多くの金融機関では、統合データアーキテクチャや効果的
なデータ統制の枠組みの導入に多大な労力を必要とする
でしょう。この取り組みの一環として、データを各ビジネスラ
インで独立して管理、保管する体制から、最高責任者レベル
の幹部が管理する企業資産とみなす体制への移行が進ん
でいます。組織全体のデータ管理責任を誰かに課すことが
重要であり、最高データ責任者（CDO）職を設置する金融機
関が増えています。

規制要件の確実な遵守以外でも、リスクデータやITシステ
ムの重要性はますます高まっています。新しいテクノロジー
にはリスクマネジメントの効率性と有効性の両方を高める
潜在能力があるからです。機械学習やコグニティブアナリ
ティクスツールによる予測や判断には体系的なプログラミ
ングは必要なく、また自然言語処理アプリケーションと合わ
せて使用すれば、電子メールや携帯電話のメールなどの非
構造化データを解釈して分析可能な体系的データに変換
し、潜在するリスクイベントを発生前に特定して対処するこ
とができます。ロボティック・プロセス・オートメーション
（RPA）を利用すれば、人によるサンプルテストに代えてトラ
ンザクションすべてをテストし、例外事項について注意を喚
起することができます。自然言語処理アプリケーションを用
いて規制要件を抽出し、それらを統制活動にマッピングす
れば、規制の遵守状況が向上するかもしれません78。

相当なメリットが得られることは確実ですが、金融機関はこ
れらのテクノロジーから生み出される恐れのある増大する
リスクの管理に備える必要があるでしょう。自動化されたソ
リューションによって人的ミスの可能性を減らすことはでき
ますが、トランザクションをより速くより大量に行うこともで
き、その結果、ミスや統制の機能停止が生じた際のリスクが
大きくなる可能性があります。中間管理職が実施しているレ
ビューよりも、機械学習アルゴリズムから生成された結果を
テストする必要性のほうが大きくなるかもしれません。

さらには、価格設定や商品開発において機械学習やニュー
ラルネットワークなどのAIツールへの依存が高まるにつれ、
想定外のバイアス、詐欺的プログラム、正確性を欠く自動処
理結果など、これらのアプリケーションから生まれる追加の
リスクに対処するためのリスクマネジメントの枠組みやリス
クアペタイトを適用する必要が出てくるでしょう。

「当社では、読んで分析しなければならない書類
が大量にある領域で自然言語処理を利用してお
り、なくてはならないツールになりつつあります」

― 多角化が進んでいる大規模グローバル金融サービス企業
のリスク担当幹部

図20
貴社はリスクマネジメント部門において以下の最新テクノロジーを利用していますか、
または利用を計画していますか？

注：四捨五入しているため、各数値を合算しても合計値と異なる場合があります。
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図21
最新テクノロジーの活用により、以下の各リスクマネジメント領域において
どの程度のメリットが得られると考えていますか？

出所：デロイトの分析

数値は、「極めて大きなメリットが得られる」「非常に大きなメリットが得られる」との回答の割合を合算したもの
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可能で包括的かつ質の高いリスクデータの管理を求める要
求は高まり続ける一方です。同様の回答が次に多かった2項
目はITアーキテクチャの現代化に関するもので、レガシーシ
ステムと時代遅れのアーキテクチャまたは寿命を迎えつつあ
るシステム（48％）、システム間のインテグレーションが不十
分（47％）でした。多くの場合、買収による成長の結果、多くの
金融機関でビジネスラインや地域ごとに複数のレガシーITシ
ステムが用いられ、強固な対応力を欠き、容易に統合できな
いものとなっています。

一方で、憂慮事項としての回答が最も少なかった項目は、取
締役会の承認を得たテクノロジーやIT戦略の欠如（19％）、
商品クラスと資産クラスのカバー不足（17％）、トレーディング
勘定とバンキング勘定の集計不足（16％）でした。

これらのテクノロジーの利用は初期段階にありますが、回答
者は潜在的なメリットを評価しています。回答者の約3分の2
は最新テクノロジーが非常に大きなメリットまたは大きなメ
リットをもたらすと期待しており、その効果としては、業務効
率の向上／エラー率の低減（68％）、リスクの分析や探知の
強化（67％）、適時の報告の向上（60％）となりました（図21）。
また、ほぼ半数の回答者が同様の回答をした領域は、「サン
プルテストにおける、例外処理を通して、リスクマネジメント
の対象と範囲を拡大できること」（54％）、コスト削減（45％）
でした。

リスクマネジメントテクノロジーシステムに関して直面する課
題について、「極めて憂慮している」または「非常に憂慮して
いる」との回答が最も多かったのは、リスクデータ品質と管理
でした（2016年の41％から53％に上昇）。金融機関にアクセス

融機関は経済の重大な危険性やノン・ファイナ
ンシャル・リスクに直面しており、リスクマネジメ
ント部門を抜本的に再検討、再構築する必要が

あるでしょう。不透明な要素は数多くあり、一例を挙げれば、
各国の健全性規制当局による自己資本の適切性に係る規
制要件の最終的な導入、各法域で内容がますます分散しつ
つある規制要件、世界経済の不確実性、とりわけ中国の景
気減速や債務残高の増大ならびに貿易をめぐる不安定性、
英国の欧州連合離脱に向けた最終条件などがあります。

金融機関にとっては、戦略目標の設定時にリスクアペタイト
とリスクテイクを主要な検討事項にすることがこれまで以
上に重要になっています。加えて経営陣は、規制要件の増加
を踏まえたうえで、事業戦略が資本や流動性に与える影響
を注意深く検討しなければなりません。

規制改革のペースの鈍化により、金融機関はリスクマネジ
メントの構造や管理方法を再検討する機会を得ています。
三つの防衛線によるリスクガバナンスモデルについてはこ
れを再考して責任の重複を排除し、第一の防衛線であるビ
ジネスユニットがその責任を明確に理解して、引き受けたリ
スクを管理できるようにしなければなりません。

リスクマネジメント部門は、従来の財務リスクから視野を広
げ、財務リスクと同程度の悪影響を及ぼす可能性のあるよ
り広範なノン・ファイナンシャル・リスクの管理能力を高める
必要があるでしょう。優先項目の中でも第一に取り組むべき
は、個人や国家による高度なサイバー攻撃を特定したうえ
で防止または対処するリスクマネジメント部門の対応力を
高めることです。一層難しいことではありますが、外部の
サービスプロバイダーから発生し得るサイバーセキュリティ
リスクも管理しなければなりません。

結論

金

効果的に管理しなければならないその他のノン・ファイナン
シャル・リスクには、第三者リスク、コンダクト・企業文化リス
ク、風評リスク、データの完全性リスク、地政学リスク、モデル
リスクなどがあります。これらの特定と管理には包括的なア
プローチが必要になるでしょう。

デジタルテクノロジーにはリスクマネジメントの実質的にす
べての側面を抜本的に再構築する潜在能力があります。最
初のステップは、ロボティック・プロセス・オートメーション

（RPA）を利用し、反復性のある手作業を自動化することに
よって効率性を高めコストを削減することです。コグニティブ
アナリティクス、機械学習、自然言語処理などのテクノロ
ジーには、さらに大きな潜在能力があります。これまでは人
の判断を必要としてきた活動を自動化でき、例外事項につ
いては注意を喚起し、人の専門家によるレビューを仰ぐこと
ができます。人がサンプルのみをテストするのではなく、一連
のトランザクションすべてを自動でテストすることができま
す。リスク報告の最初のドラフトを自動で生成し、リスクアナ
リストはそれをレビューして特定の項目を追加するだけに
することも可能でしょう。幅広いシグナルを自動で継続的に
スキャンし、差し迫るリスクイベントや不正行為を特定する
こともできるでしょう。ビッグデータを分析すれば、リスクと
その原因の相互関係について、より一層の知見が得られる
かもしれません。

金融機関にとっては、戦略目標
の設定時にリスクアペタイトと
リスクテイクを主要な検討事項に
することがこれまで以上に
重要になっています。
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可能で包括的かつ質の高いリスクデータの管理を求める要
求は高まり続ける一方です。同様の回答が次に多かった2項
目はITアーキテクチャの現代化に関するもので、レガシーシ
ステムと時代遅れのアーキテクチャまたは寿命を迎えつつあ
るシステム（48％）、システム間のインテグレーションが不十
分（47％）でした。多くの場合、買収による成長の結果、多くの
金融機関でビジネスラインや地域ごとに複数のレガシーITシ
ステムが用いられ、強固な対応力を欠き、容易に統合できな
いものとなっています。

一方で、憂慮事項としての回答が最も少なかった項目は、取
締役会の承認を得たテクノロジーやIT戦略の欠如（19％）、
商品クラスと資産クラスのカバー不足（17％）、トレーディング
勘定とバンキング勘定の集計不足（16％）でした。

これらのテクノロジーの利用は初期段階にありますが、回答
者は潜在的なメリットを評価しています。回答者の約3分の2
は最新テクノロジーが非常に大きなメリットまたは大きなメ
リットをもたらすと期待しており、その効果としては、業務効
率の向上／エラー率の低減（68％）、リスクの分析や探知の
強化（67％）、適時の報告の向上（60％）となりました（図21）。
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の対象と範囲を拡大できること」（54％）、コスト削減（45％）
でした。

リスクマネジメントテクノロジーシステムに関して直面する課
題について、「極めて憂慮している」または「非常に憂慮して
いる」との回答が最も多かったのは、リスクデータ品質と管理
でした（2016年の41％から53％に上昇）。金融機関にアクセス

融機関は経済の重大な危険性やノン・ファイナ
ンシャル・リスクに直面しており、リスクマネジメ
ント部門を抜本的に再検討、再構築する必要が

あるでしょう。不透明な要素は数多くあり、一例を挙げれば、
各国の健全性規制当局による自己資本の適切性に係る規
制要件の最終的な導入、各法域で内容がますます分散しつ
つある規制要件、世界経済の不確実性、とりわけ中国の景
気減速や債務残高の増大ならびに貿易をめぐる不安定性、
英国の欧州連合離脱に向けた最終条件などがあります。

金融機関にとっては、戦略目標の設定時にリスクアペタイト
とリスクテイクを主要な検討事項にすることがこれまで以
上に重要になっています。加えて経営陣は、規制要件の増加
を踏まえたうえで、事業戦略が資本や流動性に与える影響
を注意深く検討しなければなりません。

規制改革のペースの鈍化により、金融機関はリスクマネジ
メントの構造や管理方法を再検討する機会を得ています。
三つの防衛線によるリスクガバナンスモデルについてはこ
れを再考して責任の重複を排除し、第一の防衛線であるビ
ジネスユニットがその責任を明確に理解して、引き受けたリ
スクを管理できるようにしなければなりません。

リスクマネジメント部門は、従来の財務リスクから視野を広
げ、財務リスクと同程度の悪影響を及ぼす可能性のあるよ
り広範なノン・ファイナンシャル・リスクの管理能力を高める
必要があるでしょう。優先項目の中でも第一に取り組むべき
は、個人や国家による高度なサイバー攻撃を特定したうえ
で防止または対処するリスクマネジメント部門の対応力を
高めることです。一層難しいことではありますが、外部の
サービスプロバイダーから発生し得るサイバーセキュリティ
リスクも管理しなければなりません。

結論

金

効果的に管理しなければならないその他のノン・ファイナン
シャル・リスクには、第三者リスク、コンダクト・企業文化リス
ク、風評リスク、データの完全性リスク、地政学リスク、モデル
リスクなどがあります。これらの特定と管理には包括的なア
プローチが必要になるでしょう。

デジタルテクノロジーにはリスクマネジメントの実質的にす
べての側面を抜本的に再構築する潜在能力があります。最
初のステップは、ロボティック・プロセス・オートメーション

（RPA）を利用し、反復性のある手作業を自動化することに
よって効率性を高めコストを削減することです。コグニティブ
アナリティクス、機械学習、自然言語処理などのテクノロ
ジーには、さらに大きな潜在能力があります。これまでは人
の判断を必要としてきた活動を自動化でき、例外事項につ
いては注意を喚起し、人の専門家によるレビューを仰ぐこと
ができます。人がサンプルのみをテストするのではなく、一連
のトランザクションすべてを自動でテストすることができま
す。リスク報告の最初のドラフトを自動で生成し、リスクアナ
リストはそれをレビューして特定の項目を追加するだけに
することも可能でしょう。幅広いシグナルを自動で継続的に
スキャンし、差し迫るリスクイベントや不正行為を特定する
こともできるでしょう。ビッグデータを分析すれば、リスクと
その原因の相互関係について、より一層の知見が得られる
かもしれません。

金融機関にとっては、戦略目標
の設定時にリスクアペタイトと
リスクテイクを主要な検討事項に
することがこれまで以上に
重要になっています。
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トリスク、第三者リスクを管理できる強固な対応力が必要で
す。その原動力はデジタルツールから得られるかもしれませ
ん。デジタルツールは差し迫るリスクイベントを早期に警告
し、リスクを高める要因に関する知見を提供し、反復性のあ
るタスクからリスクの専門家を解放し、エマージングリスクの
識別や価値の向上に専念できるようにするのです。

このような変革はすでに始まっており、従来のアプローチを
根本から覆すものとなっています。この機会を捉えられれば、
リスク意識の高い企業風土が組織に行きわたることになる
でしょう。経営幹部がビジネスユニット向けに策定した日々の
事業判断のための戦略とともに、組織の上から下へと浸透す
るのです。リスクマネジメント部門には広範なノン・ファイナン
シャル・リスク、とりわけサイバーセキュリティリスク、コンダク

1.　「リーディングプラクティス」という用語について。本書においては、業界の実務には「先進的（leading）」から「後進的（lagging）」
まで、幅があるとみなしています。業界で行われている実務の中には、リーディングプラクティスとみなされるものがあります。こ
れらは一般に、その実務が優れた成果をもたらす可能性が高いことから、規制当局、業界の専門家、関係者から一般に好意的
に受け取られています。また、広く使われていることが確認されている一般的実務と目される手法もあります。位置付けが最も
低いのが後進的実務で、これは通常、十分に発達していない手法であり、その成果は最適とは言えない場合もあります。本書に
おいてリーディングプラクティスとして示されている項目は、サーベイに対するフィードバックと関連機関に関する編集者および
寄稿者の経験に基づいています。

2.　本セクションの経済統計は国際通貨基金のWorld Economic Outlook（世界経済見通し、2018年10月）によるものです。

3.　Martin Wolf「China's debt threat: time to rein in the lending boom」（『フィナンシャルタイムズ』紙、2018年7月25日）

4.　「Gateway to the globe」（『エコノミスト』誌、2018年7月28日）

5.　Keith Bradsher「Trump's tariffs are changing trade with China. Here are 2 emerging endgames」（『ニューヨーク・タイム
ズ』紙、2018年8月8日）

6.　Mark LandlerおよびAlan Rappeport「Trump hails revised NAFTA trade deal, and sets up a showdown with China」
（『ニューヨーク・タイムズ』紙、2018年10月1日）

7.　Kevin Liptak「Trump and top European leader agree to work toward zero tariffs」（CNN、2018年7月26日）

8.　国際通貨基金「Global financial stability report」（国際金融安定性報告書）（2018年10月）

9.　Matt PhillipsおよびKarl Russell「The next financial calamity is coming. Here's what to watch」（『ニューヨーク・タイムズ』
紙、2018年9月12日）

10. 「US bank profits up 27.5 percent in Q1 2018 versus year-ago—FDIC」（ロイター、2018年5月22日）、　　　　　　　　　
Matt Egan「American banks had their most profitable quarter ever」（CNN、2018年5月22日）

11. 欧州銀行監督局「Risk dashboard: Data as of Q1 2018」（2018年11月19日にアクセス）

12. David Keohane、Martin ArnoldおよびNicholas Megaw「European banks fall further behind their US rivals」（『フィナンシャ
ルタイムズ』紙、2018年5月4日）

13. Baker Donelson「LIBOR phaseout: What happened and what's next?」（2018年2月2日）

14. Silvia Amaro「The UK government wants a 'new arrangement' for its banks after Brexit」（CNBC、2018年7月12日）

15. オープンバンキングについては、「How to flourish in an uncertain future: Open banking（オープンバンキング：不確実な未来
においていかにして成功を収めるか）」（デロイト、2017年）を参照

16. 「Jack Ma's Ant Financial adds two new money market funds to its platform」（ロイター、2018年5月4日）、Ian Fraser
「Chinese payment giants are lightyears ahead」（Raconteur.net、2018年9月25日）

17. 金融行為規制機構のウェブサイト「Global Financial Innovation Network」（2018年7月8日）、シンガポール通貨監督庁（MAS）
「FinTech regulatory sandbox」、MASのウェブサイト（2018年11月19日にアクセス）、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）
「Regulatory sandbox」（ASICのウェブサイト、2018年11月19日にアクセス）

18. 欧州委員会「FinTech: Commission takes action for a more competitive and innovative financial market」（プレスリリース、
2018年3月8日）

19. 通貨監督庁「OCC Begins Accepting National Bank Charter Applications From Financial Technology Companies」（プレス
リリース、2018年7月31日）

文末脚注
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40. デロイトのレポート「The future of risk management in financial institutions」（2017年）

41. Caroline Binham「EBA stress test to gauge banks'response to doomsday Brexit, EU contraction」（『フィナンシャルタイム
ズ』紙、2018年1月31日）

42. Alan RappeportおよびEmily Flitter「Congress approves first big Dodd-Frank rollback」（『ニューヨーク・タイムズ』紙、2018
年5月22日）

43. 本セクションのパーセンテージは、資本ストレステストを活用している企業を母集団とした割合です。

44. 本セクションのパーセンテージは、流動性ストレステストを活用している企業を母集団とした割合です。

45. バーゼル銀行監督委員会「Minimum capital requirements for market risk」（「マーケット・リスクの最低所要自己資本」、2016
年1月）

46. Luis M. Linde「Transformation of the banking business model」（マドリッドで開催されたKPMGによる金融会議「VII 
Expansión」でのスピーチ、2016年10月4日）

47. Andrea Resti「Banks' internal rating models—time for a change?」（欧州議会、2016年11月9日）

48. 欧州中央銀行「What is the targeted review of internal models?」（2017年2月15日、2018年4月16日改定）

49. 国際通貨基金「Euro area policies: Financial sector assessment program-Technical note-Insurance, investment firm, and 
macroprudential oversight」（2018年7月19日）

50. デロイト規制戦略センター（EMEA）「Bringing it all together: Financial markets regulatory outlook 2018」（2017年）

51. デロイトのレポート「IFRS 17: What does it mean for you?」（2018年）

52. オルタナティブデータの利用は、2016年の調査には含まれていませんでした。

53. 風評リスクは、2016年の調査には含まれていませんでした。

54. 長寿リスクと罹患率リスクについては、保険サービスを提供する企業の回答者のみが回答しました。

55. 通貨監督庁「Semiannual risk perspective」（2018年春）

56. 米国財務会計基準審議会「Financial instruments—Credit losses; measurement of credit losses on financial instruments」
（2016年6月）

57. ノン・ファイナンシャル・リスクをめぐる課題については、デロイトのレポート「The future of non-financial risk in financial 
services: Building an effective non-financial risk management program」（2018年）を参照

58. オペレーショナルリスク管理をめぐる課題については、デロイトのレポート「The future of operational risk in financial 
services」（2018年）を参照

59. McAfee「Economic impact of cybercrime—No slowing down」（2018年2月）、Stacy Cowley「Banks adopt military-style 
tactics to fight cybercrime」（『ニューヨーク・タイムズ』紙、2018年5月20日）

60. Warwick Ashford「Financial institutions on high alert for major cyber attack」（ComputerWeekly.com、2016年2月11日）

61. 米財務省金融調査局「2017 annual report to Congress」（「議会に対する2017年年次報告書」、2017年12月5日）

62. Jim Finkle「SWIFT warns banks on cyber heists as hack sophistication grows」（ロイター、2017年11月28）

63. 欧州刑事警察機構「Mastermind behind Eur 1 billion cyber bank robbery arrested in Spain」（プレスリリース、2018年3月26日）

64. Sofia Petkar「Italy's largest bank HACKED in major security breach as data from 400,000 accounts stolen」（『エクスプレ
ス』紙、2017年7月27日）

20. Sylvan Lane「Trump signs Dodd-Frank rollback」（『ザ・ヒル』紙、2018年5月24日）

21. Shu ZhangおよびSe Young Lee「China to merge regulators, create new ministries in biggest overhaul in years」（ロイ
ター、2018年3月12日）

22. 「EU watchdog criticizes Malta for anti-money laundering shortcomings」（ロイター、2018年7月11日）、「EU bank 
watchdog examining Danish handling of Danske」（ロイター、2018年10月8日）

23. これらの規制の進展については、デロイトのレポート「Financial services regulatory outlook 2018: Facing the future: An 
evolving landscape」（デロイト規制戦略センター（アジア太平洋地域）、2017年）を参照

24. 保険業界におけるモデルリスクマネジメントについては、デロイトのレポート「Model risk management: A practical approach 
for addressing common issues」（2017年）を参照

25. 「U.S., EU fines on banks' misconduct to top $400 billion by 2020: Report」（ロイター、2017年9月27日）

26. 本レポートでは四捨五入しているため、各数値を合算しても合計値と異なる場合があります。

27. 一部の金融機関は複数種類のサービスを提供しているため、各割合の合計は100％を超えています。本レポートでは、場合に
よっては、銀行サービスを提供している企業を「銀行」（他の種類の金融サービスを提供している場合も含む）と称し、保険サー
ビスを提供している企業を「保険会社」（他の種類の金融サービスも提供している場合も含む）、資産運用サービスを提供して
いる企業を「資産運用会社」（他の種類の金融サービスを提供している場合も含む）と称しています。

28. バーゼル銀行監督委員会「Guidelines: Corporate governance principles for banks」（「指針：銀行のためのコーポレート・ガ
バナンス諸原則」、2015年7月）

29. デロイトのレポート「Senate passes financial services regulatory reform bill, would amend key Dodd-Frank thresholds」
（2018年3月14日）、デロイトのレポート「Final and proposed enhanced prudential standards (EPS)」（2018年）

30. 全米保険監督官協会「NAIC committee adopts corporate governance models」（プレスリリース、2014年8月18日）

31. 保険監督者国際機構「Application paper on the composition and the role of the board」（草案）（2018年6月29日）

32. Federal Register（米国官報）「Proposed guidance on supervisory expectation for boards of directors」（2017年8月9日）

33. リスクガバナンスにおける取締役会の役割と連邦準備制度理事会の提案については、Val Srinivas、Steve Fromhartおよび
Urval Goradia「What's next for bank board risk governance?」（デロイトインサイト、2017年10月31日）を参照

34. バーゼル銀行監督委員会「Principles for enhancing corporate governance」（「コーポレート・ガバナンスを強化するための諸
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めのコーポレート・ガバナンス諸原則」、2015年7月）

35. リスクガバナンスにおける取締役会の役割と連邦準備制度理事会の提案については、Srinivas、FromhartおよびGoradia
「What's next for bank board risk governance?」を参照

36. 注：調査に参加した資産運用会社の70％は銀行業務も提供しています。

37. 連邦準備制度理事会「SR 11-7: Guidance on model risk management」（2011年4月4日）
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